
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

パイロットのみなさん、素晴らしい年度のスタートを切りましたか！ 
パイロットの組織をグッドからグレイト（良から最良）に向上させるために、 

パイロットの体験を他の人たちと共有し伝えていき、 

私たちの時間とエネルギーをつぎ込んで研鑽を続けましょう。 

パイロットが成就可能な最高のレベルに到達させるために努力をしましょう、 

確信しつつ。 

WE BELIEVE!! 
パイロットのリーダーたちは、みなさんのゴール達成のお手伝い、 

支援をするためにいつでも控えております。 

素晴らしい年度に致しましょう！ 

パイロットの友情を持って、スーザン           

 

 
、すべてに通じるに違いありません 

 

 

お 知 ら せ     
第９１回ＰＩコンベンションラスヴェガス大会が無事終了   

アンカー2012’パイロットウォーク報 
 

 

 

 １２月 No３ 

“Commitment to Excellence” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

       
花屋の店先に真っ赤なポインセチアが並び、冷え

た体や心をポット温めてくれるように感じます。 

11 月～12 月にかけて各クラブでは様々なイベン

トや催しが行われています。会員の皆様はポイン

セチアの花言葉と同じ「燃える心」で取り組まれ

ていることでしょう。 

 

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 

１２月～１月に発信する書類 
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 

 

＊第 23回 PI日本ディストリクトコンベンション

のご案内 

  ２０１３年４月１９日(金)～２１日(日) 

  会場：京王プラザホテル八王子 

  提出締切：２０１３年１月２０日 

 

 

＊スタンディングルールズ改正検討のお願い 

  提出締切：２０１３年１月１５日 

 

 

＊アワード応募 

  提出締切：２０１３年１月３１日 

  ・メンバーシップ 

  ・資金調達 

  ・プロジェクト 

 

 

＊日本ディストリクト助成金申請 

  クラブの奉仕活動が対象となります 

  ２０１２年７月～２０１３年６月まで 

  今期中必ず実施することが条件です。 

  提出締切：２０１３年１月３１日 
                追って発信いたします。 

2012-2013 年度ＤＡＣ 

ガバナー 内田 民以 

 〒355-0022 

 埼玉県東松山市御茶山町 13-15 

 Tel/Fax：0493-23-8083 

 携 帯：090-7421-7171 

mail：tuchida@hctv.ne.jp 
 

ガバナーエレクト 伊藤恭子 

 〒206-0022 

 東京都多摩市聖ヶ丘 3-69-2 

 Tel/Fax：042-372-4643 

 携 帯：090-9315-1608 

mail：ito-kyo@bd5.so-net.ne.jp 

 

ルテナガバナー 川原 和美 

 〒890-0065 鹿児島市郡元 3-9-5 

 Tel：099-258-0156 

 Fax：099-257-4605 

 携帯：090-4349-8289 

mail：kazumi@wafuu.jp  

 

ルテナガバナー こもだ たかこ 

 〒160-0012 東京都新宿区 

 南元町 4-38 ｼｬﾄﾚｰﾇ信濃町 403 

 Tel：03-3358-3715 

 Fax：03-3358-3789 

 携帯：090-1490-0321 

mail：komotaka@ss-g.jp  

 

ディストリクト会計 松川 英子 

 〒661-0031 

 尼崎市武庫之荘本町 2-12-3 

 Tel：06-6432-0200 

 Fax：06-6432-7787 

 携帯：090-3281-0009 

mail：eiko-matsukawa@juno.ocn.ne.jp 

  

ディストリクト書記 稲岡 勲 

 〒634-0051 橿原市白橿町 1-36-11 

 Tel：0744-27-2073 

 Fax：0744-27-2489 

 携帯：090-4560-8453 

 Mail：uii18748@nifty.com  

 

mailto:tuchida@hctv.ne.jp


 

        ‘２０１２’パイロットウォーク報告 
 

 

 

                                          

 

 

 

 

 
 

 
 

 

   ‘2012’パイロットウォークが１０月７日に実施されました。 

   全国各地で工夫を凝らしたウォークがなされ、友情と奉仕の輪がより広がった 

   ようです。皆様のご協力に感謝申し上げます。 

    全国寄付レベル寄付先 

    ・被災地支援  ・日本知的障がい者サッカー連盟  ・あしなが育英会 

    ・ぬり絵、ヘルメット助成金  ・ＰＩ財団 
                      実行委員長：川原和美(ルテナガバナー) 
 

 

 

ク ラ ブ 訪 問 ご 協 力 の お礼 
 

 ９月～１２月上旬にかけ、ガバナー、ガバナーエレクト、ルテナガバナ－２名により 

 クラブ訪問を行いました。ご協力をいただきまして有難うございました。 

 ＊ガバナー内田民以 

    尾道 PC、三原 PC、大分 PCに訪問出来なかったことが心残りです。歴史あるクラブ、設立間 

    もないクラブ、少数で頑張っているクラブ、地域差も様々ですが、ＤＡＣを身近に感じていた 

    だけたらと心がけました。難しい時代ですが、皆様の元気なお姿と活躍に希望を持てました。 

 

  ＊ガバナーエレクト伊藤恭子 

    12 クラブを訪問させていただきましたが、地域に根差した活動をされている各クラブの心豊 

    かさを感じました。バイローズﾞ改正で５人からクラブが立ち上げられることに、勇気が出たとい 

    うクラブも今後の更なる活躍が期待されそうです。 

 

  ＊ルテナガバナー川原和美 

    各クラブの例会に出席し、地域に根差した活動を実施している様子にふれ、とても嬉しく 

    頼もしく感じました。また少人数のクラブは、少ないなりに工夫して活動をしています。 

    バイローズの改正（5人で設立）により、元気になったクラブもあり、会員増強がこれからの 

    課題です。 

 

  ＊ルテナガバナーこもだたかこ 

    日頃近しくお会いできない会員の方々とお目にかかりお話しできるクラブ訪問はお互いに 

    貴重な機会です。会員減少、資金調達の難しさなど、パイロットクラブはこれまでにない試練 

    に直面していますが、活動を続ける意義や使命を理解し明るく力強い活躍に感動します。 

 
 



 

              お 知 ら せ 

 

   書記 稲岡 勲 

     日本ディストリクトスタンディングルールズの改正検討、第 23回コンベンションの 

     ご案内、12月～3月にかけて発信資料が多くなります。ＩＴ担当の方はお見逃しの 

     ないよう、また締切期限のある資料は、提出期限の順守をお願いたします。 

     来年も情報のやり取りでご苦労をおかけしますが、皆様とパイロットに良き年であり 

     ますようお祈り申し上げます。 

 

   会計 松川 英子 

    為替レート変更のお知らせ  ＄１＝￥９０ 
                2012年 12月 1日より適用させていただきます 

     変更の理由：現在 82円後半を推移しております。 

           円をドル換算した場合、3円程の手数料が加算され、また 

           振込をする場合も高い手数料が引き落とされます。 

           ゆえに、8円～10円程の余裕を持たせていただきます。 

           皆様のご理解、ご協力をお願い申し上げます。 

 
 

   東 北 冬 支 援 報 告 
 

  東日本大震災時、パイロットインターナショナルよりご支援いただきました残金 621,145円を 

  盛岡 PC、仙台 PC、福島 PCへ各 200,000円と一関 PCに 21,145円寄付いたしました。 
 

  支援にご協力いただけたクラブからの寄付は以下の通りです。有難うございました。 

APOLLO東京 30,000 びわこ   22,400 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ東京 10,000 福岡    50,000 

福島    13,000 八王子東京 134,559 東広島   30,000 東松山   50,000 

鹿児島   300,000 神戸    30,000 熊本    93,000 熊本南   30,000 

三原    30,000 むさしの  30,000 牟礼香川  30,000 奈良    30,000 

21東京   50,000 桜東京   20,000 札幌    10,000 さつま   50,000 

高崎    10,000 ｲｳﾝｸﾞ広島本郷 10,000 2012P ｳｫｰｸ   50,000 合計 1,112,959円 

 
盛岡 PC：341,368円 仙台 PC：341,368円 福島 PC：341,368円 一関 PC：88,855円 

合計   541,368円 合計   541,368円 合計   541,368円 合計  110,000円 

皆様の温かいご支援を 11月 22日にお届けいたしました。更にその後追加があり寄付金額が増えました 

盛岡・仙台・福島の各クラブに直接寄付をしていただいたクラブもありました。 

 

 

  ハリケーン「サンディ」支援基金 
 

           送金ご希望のクラブから 693,000 円をお預かりいたしました。 

           会計より支援基金に 12 月７日送金させていただきました。 

 
                この支援は、個々に小切手等で送金していただく支援でしたが、手続きが煩雑 

                なため、ディストリクト会計が皆様の代理で送金いたしました。 

 

 

       周年事業等で寄付口座に寄付をいただきました 
      ・秋田ＰＣ  ・尾道ＰＣ  ・大阪ＰＣ  ・熊本ＰＣ 


