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日本ディストリクトの皆様へ 

 

今年度の役員会代表(ECR)を務めさせて頂き、とても光栄です。 

檜山博子ガバナー、そして日本ディストリクトの全リーダーの皆様と共に働くことを楽しみにしています。 

 

５カ国のパイロットたちが、ウォルトディズニー・スワン＆ドルフィン・リゾートホテルに集結し、感激的なコンベン 

ションとなりました。コンベンションを終える頃には、改めてパイロットインターナショナルのスピリットと愛を確認し、

それを強く願う思いが感じられました。ゲスト・スピーカー達から、彼らの人生が他の人たちの力でどのように 

変化したかを話してくれました。そして、私達は、与えられる側であるよりは、与える側であることの方が素晴ら

しいということを、（再度）学びました。パイロットたちは、心を合わせて、組織に献身しました。皆、熱心なボラン

ティアグループの持つ可能性とそのパワーを信じました。 

 

パイロットインターナショナル予算とコンパスクラブに関するバイローズ改正案は可決されました。コンパス 

クラブは、１８歳から２6 歳（日本の場合 22 歳から２８歳）の学生や若い社会人が地域の奉仕活動を継続するた

めにパイロットインターナショナルに参加することができる新たなクラブです。 

 

今年度、日本ディストリクトから素晴らしい成功話をお聞きするのを楽しみにしています。 

 

日本の皆さんの長きに亘るパイロットインターナショナルへのご支援に感謝しています。日本ディストリクトの

お役に立てるよう願っています。私が出来ることをお知らせ下されば嬉しいです。 

 

パイロットの友情と奉仕を持って 
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私のガバナ－職は、今夏 7 月 6 日～11 日、フロリダ州オ－ランドのディズニー 

ワールドに於いて、第 94回 PI 年次総会＆リ－ダ－シップ会議の出席から始まりま

した。世界５か国から参加した各国の会員と共に勉強・交流をして参りました。  

パイロットの素晴らしさを再確認できたよい機会でした。 

 

昨今、世界中のどの組織においても、会員増強が重要課題であるようです。 

そんな中、日本ディストリクトは、6 月に“マルベリ－東京パイロットクラブ”を設立し 

又、7月には、青少年クラブ“仙台アンカ－クラブ”を誕生させました。今後新クラブには、少しずつでもパイロット

精神を学びながら、友情を育て、地域に根ざした奉仕活動を続けて下さることを願っています。 

 

私たちはパイロットの理念である「友情と奉仕」をもとに、硬い絆を大切に、活動を続けて参ります。更に、 

会員増強・新クラブ設立を目標とすると同時に以下の活動に取り組んで参ります。 

 

Ａ…… アンカ－の育成と支援を強化する。 

Ｂ…… ブレインマインダ－ズの活動を継続し推進する。 脳の安全と健康を。 

Ｃ…… 介護をする側のケア－ Pick Me Ups の活動を継続する。 

 

今期も、脈々引き継がれているパイロットの伝統を守りながらも、時代にあった変革が出来るよう、挑戦し続

けてまいりたいと存じます。  

どうぞ皆様、一年間ご支援・ご協力の程よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2015-16 PI 日本ディストリクト    

ガバナー 檜山博子  



 2015-16 ＤＡＣ役員からのご挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いろいろなことを学び、また気づかされた第９４回ＰＩＣも無事終え、 

ガバナーエレクトとしての一年がスタートいたしました。 

現在、ＤＡＣとアポインティーが力を合わせて、有意義な研修会と 

なるよう準備を進めています。 

今期を学習期間と自覚し、ガバナーの方針に沿って日本ディストリクト

の更なる発展のために頑張ります。 

ガバナーエレクト 川原 和美（さつま） 

 

皆様のご支援とご協力をよろしくお願いいたします。 

微力な私でも、どこかで何かのお役に立てるかとお受けした書記 

ですが、いざスタートしてみると、課題の多さに驚くとともに、スムーズな 

処理ができずに皆様にご迷惑をおかけしています。日本ディストリクトの

書記として、皆様のお声が直接聞ける機会が増えたことは、自身の励み

にもなり大変うれしいことです。 

円滑な組織の流れを阻害しないように、皆様のご協力をいただき 

ながら粛々と業務を遂行したいと思っています。 

書記 三木 美千代（牟礼香川） 

会計職をお受けして早２ヶ月、思っていた以上の情報処理に戸惑い 

つつ、歴代の会計担当者に改めて敬意を表します。 

会員の皆様からお預かりした会費はＤＡＣ運営のための会費では 

なく、会員のための運営費と心して、ディストリクト発展のために少しでも

活動すべきところに資金が廻るよう、心掛けていきたいと思っており 

ます。一年間どうぞ宜しくお願い致します。 

会計 牧野 裕子（むさしの） 

 

４０年前に東京ＰＣの会員になりました。パイロットクラブのモットー

「友情と奉仕」を常に心がけて、東京ＰＣでの様々な活動を行ってきました。 

今年はルテナガバナーとして、日本各地のクラブとメンバーとご一緒に、

日本全体のパイロットの発展のために、檜山ガバナーをお助けして、力を

尽くしたいと存じます。 

一人ではできない事を多くの人々の力を結集して行う成果と喜びは

素晴らしいものがあります。パイロットではそれが、実現できます。会員 

皆様のご支援ご協力を心よりお願い申し上げます。  

 ルテナガバナー  鎌田 滋子（東京） 

 



  2015-16 ディストリクトチームの紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ク ラ ブ 訪 問 予 定 表 

 

 

 

 

 

 

 

プロジェクト 清水恭子 
メンバーシップ 桑原美智子 

資金調達 鈴木由利 

ＰＩＦＦ 柳瀬 彩子 アンカー 津田素子 

広報 小笠原直美 

ＨＰ記者 末吉真由美 
チャプレン 川端千鶴 

パーラメンタリアン 武川路代 広報 小笠原直美 

PIFF レップ 柳瀬　彩子（大阪） ﾊﾟｰﾗﾒﾝﾀﾘｱﾝ 武川　路代（奈良）

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 清水　恭子（高崎） ﾁｬﾌﾟﾚﾝ 川端　千鶴（２１東京）

ﾒﾝﾊﾞｰｼｯﾌﾟｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 桑原　美知子（さつま） 第94回ＰＩＣ参加者委員会委員長 鳥井　晴弥（秋田）

資金調達ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 鈴木　由利（熊本） 　　副委員長　 行武　郁恵（三原）

ｱﾝｶｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 津田　素子（桜東京） 第26回DC委員会委員長 伊妻三恵子（びわこ）

広報 小笠原直美（盛岡） 同　副委員長 山川　恵子

HP記者 末吉真由美（さつま） 同　副委員長 伊妻　美香

会計監査 大宮杜喜子（桜東京） 会計監査 江崎　佳子（熊本南）

サポートデスク 和田　治子 PI情報補佐 伊藤　恭子（ﾀﾞｲﾔﾓﾝド東京）

担当者 訪問クラブ

ガバナー　　　　　檜山　博子 APOLLO東京・びわこ・ダイヤモンド東京・鹿児島・金沢・コザ・沖縄・尾道・佐賀・さつま・高崎・東京

ガバナーエレクト　川原　和美 秋田・福岡・福島・八王子東京・HAKATA・東松山・一関・マルベリー東京・21東京・桜東京・仙台

ルテナガバナー　　　鎌田　滋子 東広島・神戸・熊本・熊本南・三原・むさしの・奈良・大阪・スカイピア・富山

　日程は現段階では未定です。今後、各クラブと調整させていただきます。



 

 

 

●松本由紀子 （ＨＡＫＡＴＡ）  ●森田益美 （東松山）  ●前田順市 多田利明 上杉輝子 （金沢） 

●田村勝二 （神戸） ●星野妙子 中島留美 （熊本） ●加賀谷美智子 （盛岡） 

●山田多賀子 （奈良） ●岡田直樹 杉岡和彦 （にいがた） ●小林愛子 西岡明隆 （21 東京） 

●ビリー・フィッシャー 国場美穂 山内麻姫子 （沖縄） ●山口美佐江 （佐賀） 

●花園まり子 （さつま） ○橋本悦子 （スカイピアへ移籍）  皆様、よろしくお願いいたします♪(敬称略) 

 

 

2015-16 年度の主な行事 

【第 94 回 PI コンベンション＆リーダーシップカンファレンス】（ご報告） 

 

７月８日～１２日 フロリダ州オーランドのウォルトディズニー 

ワールドスワン＆ドルフィンリゾートホテルにて開催されました。 

 

★日本からの参加者は２５名（会員    

22 名、アンカー2 名、コ・パイロット 

1 名）、登録者総数 731 名でした。 

★開会式では鹿児島 PC 久木田真奈美 

会員のバルーンアートによるパフォーマンスで会場が盛り上がりました。 

★ＰＩ本部は日本やバハマ、南アフリカの海外のクラブへ力を入れる事でより 

いっそうインターナショナルなパイロットクラブで

あることを目指す。 

そのような意味でも今回の就任バンケットでは皆さ

んに配られた式次第には英語と日本語の記載がありま

した。 

また、就任バンケットの中では倫理規約を２１東京 PC

川端千鶴会員が日本語で読上げるといった場面もあり、

日本を大切にする思いが伝わってきました。 

期間中参加者の皆様のご協力のお陰で、事故や病気

も無く全員無事に帰国することができました。      PIC 参加者委員会 委員長 鳥井晴弥（秋田） 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

【2015-16 研修会】       ＊詳細はHPに掲載中 

（大阪） 日程：２０１５年９月５日（土）11：00～16：00  場所：新大阪丸ビル 新館 

（東京） 日程：２０１５年９月６日（日）11：00～16：00  場所：婦選会館 （市川房江記念館） 

【‘2015’パイロットウォーク】     ＊詳細はHPに掲載中 

日程：２０１５年１０月４日（日）         場所：全国各地 雨天決行   

【第２6 回ディストリクトコンベンション】 

日程：２０１６年４月１５日（金）～１７日（日）     場所：大津市 大津プリンスホテル 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

新入会員のご紹介 

開会式前に入り口でﾊﾞﾙｰﾝを配りました 



 
クラブ名 開催日 全国のクラブにお知らせしたい主な行事内容

秋田 9月16日 果物摘み取り体験・福祉作業所さんを招待して（潟上市吉田果樹園）

10月　3日 チャリティゴルフコンペ（秋田カントリークラブ）

2016年　1月20日 新春パーティ＆チャリティオークション

ＡＰＯＬＬＯ東京 2016年　5月18日 6周年チャリティイベント（東京メインダイニング）

日程未定 認知症予防勉強会

日程未定 通信販売

びわこ 9月27日 アイリスバザー　ボランティア参加

11月29日 第2回チャリティ映写会

2016年　6月　4日 藤美寮まつり　出店

2016年　6月19日 第13回びわこパイロットチャリティコンサート

ダイヤモンド東京 10月17日 秋のチャリティイベント：3人の芸術家のコラボ

2016年　3月12日 23周年チャリティイベント（プラザホール）

福岡 2016年　5月頃　　 福岡パイロットクラブ20周年記念式典・パーティ

福島 　　　　　　9月19日 チャリティバザー（郡山）

2016年　5月10日 チャリティゴルフ大会

八王子東京 　　11月21日・22日 第36回八王子いちょう祭り

　　チャリティバザー・支援先の作品展示・販売応援・演奏補助

　3月頃 チャリティコンサート『山口　佳子』

東広島 12月 ときわ台ホーム　クリスマス会

2016年　4月24日 チャリティ酒蔵コンサート

東松山  7月・11月・5月 ブレインマインダーズ（市内保育園）

　　　　　11月　1日 第18回チャリティバザー

広島 9.10.11.2.3.5月 公開カルチャープログラム（文化・教養　カルチャー講座）

鹿児島 11月29日 第35回チャリティパーティ

金沢 9月18～27日 第8回パイロット美術展

12月 8日 クリスマスチャリティコンサート

2016年　3月13日 10周年記念事業

神戸 11月　9日 チャリティゴルフコンペ（よみうりカントリークラブ）

12月　5日 チャリティバザー（木口記念会館ホール）

2016年　3月12日 認知症予防講演会（市民会館）

コザ 　2016年　3月13日 25周年記念コンサート（西原高校マーチングバンド）

　2016年　4月頃　　 第9回チャリティゴルフ大会（高原ゴルフクラブ）

熊本 8月18～23日 しんか展

12月12日 チャリティダンスパーティ

1月　　　 第二ぎんなん作業所ぜんざい会（鏡開き）

熊本南 9月26日 第17回チャリティゴルフ大会

2016年　5月18日 ふれあい交流会

〃　　　 20周年記念式典

三原 9月26日 うたごえ喫茶　IN　順勝寺

2016年2月13～14日 神明市チャリティバザー

2016年　4月10日 桜花祭（八幡八幡宮）

盛岡 12月19日 第8回チャリティ演奏会（盛岡白百合学園高等学校吹奏楽部）

日程未定 チャリティパーティ

2016年　5月19日 チャリティゴルフ大会（南部富士カントリークラブ)

牟礼香川 　　　　　　8月　8日 牟礼町「おいでまい祭り」バザー参加

　11月27日～30日 第10回しんか展(知的障がい者全国公募絵画展)香川会場展

2016年　4月上旬 第12回チャリティゴルフ大会　（高松グランドカントリー）

むさしの 9月～6月　　　 ブレインマインダーズ（市内保育園）

10月24～25日 深谷市福祉健康祭り

11月14～16日 障害者文化作品展（深谷市共催）

11月18日 チャリティパーティ

2016年　5月　　　 「みんなで歌おう　虹のかけはし」

奈良 10月23日 ミニ講演会・音楽会「夢・愛・共に生きる」

12月　6日 チャリティバザー

2016年　3月25日 ミニ講演会・音楽会「夢・愛・共に生きる」

２１東京 2016年　4月　2日 チャリティイベント（内幸町ホール）

尾道 9月2～5日 しんか展

11月7・8日 アンカー設立20周年記念式典

2016年4月23・24日 尾道みなと祭り協賛お茶会

大阪 12月　3日 第42期チャリティコンサート

佐賀 11月21日 バルーン係留飛行

2016年　3月 チャリティゴルフ

さつま 2016年　5月22日 チャリティパーティ（城山観光ホテル）

日程未定 焼酎販売

仙台 7月16日 仙台アンカークラブ認証式

2016年　3月 パイロットの夕べ

高崎 12月　6日 第23回チャリティコンサート・男性箏トリオ「エコットスーパースターズ」

2016年　5月25日 第22回サマーコンサート

東京 9月27日 第32回アイメイト・チャリティコンサート（サントリーホール）

11月21日 第43回バザー（東京都立産業貿易センター台東館）

富山 8月　3日 ブレインマインダーズ（大門児童館）

10月17～18日 パイロット美術展

2016年　1月20日 金沢パイロットクラブ合同例会

2016年　6月10日 チャリティゴルフ

2015年8月17日まで到着分を掲載

2015-2016年度　各クラブ行事のご案内


