
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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   
 

 

 

 １０月 No２ 

“Commitment to Excellence” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 
 

 

あの猛暑が嘘のように秋がやって来ました。 

暑さと水不足で今年の彼岸花は遅れて咲いたよう

です。彼岸花は１粒の球根が中国から日本に持ち

込まれ、日本中に自生したと言われています。 

花茎の上に５～８個の花が固まって咲き、個性的

な１本の花になります。 

６１年前に東京にまかれたパイロットの種が日本

中で咲く日を願っています。 

 

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 

１０月の行事 
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 

＊‘２０１２’パイロットウォーク 

日付：２０１２年１０月７日(第１日曜日) 

場所：全国各地 

パイロットクラブの広報と参加費 1,000 円とい

う手軽さで、資金調達が出来ます。 

なるべく多くのクラブが参加してください。 

 

＊１０月１８日はパイロットクラブ創立記念日 

 クラブの例会で、お祝いしましょう。 

 パイロットの歴史を勉強したり、パイロットに 

 関わって楽しいかったこと等話しましょう。 

 

＊１０月はメンバーシップ月でもあります 

 メンバーを大切に思いやりましょう。 

 新会員に手を差し伸べましょう。 

 休んでいる会員に声をかけてみましょう。 

 クラブの行事は楽しみながら行いましょう。 

 人に会ったらパイロットの話をしましょう。 

 

＊１０月のクラブ訪問 

 ・ガバナー内田民以 

  大阪、奈良、牟礼香川、福岡、鹿児島、さつま、広島 

 ・ガバナーエレクト伊藤恭子 

  びわこ、三原、尾道、21 東京、秋田、福島 

  APOLLO東京 

 ・ルテナガバナー川原和美 

  東京、埼玉、高崎 

 

 

 

 

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


 

第９１回パイロットインターナショナルコンベンション 
 

２０１２年７月１８日～２１日までラスヴェガス・バリーズホテルで開催された 

ＰＩコンベンションには、日本ディストリクトから３３名の皆様のご参加いただきました。 

バイローズの大幅な改正と、ＰＩ会費＄10の値上げに白熱した審議が行われ全て可決されました 

 
                                            2012-13ＰＩ役員 

 

                             写真ペギー 

４４年間ＰＩの事務・事務総長を務められたペギーさんからのメッセージ 

 私の引退への励ましと、私の「ハワイにもう一度行ってみたい」という夢をかなえてあげたいという皆様のやさ

しい寛大な気持ちから多額なお祝い金を頂いたことに心からお礼をもうしあげます。 

私は来年の春にハワイへ旅行ができるように皆様方から頂いたお金をすべて貯金しています。 

私と主人は来年の4月か5月にハワイに行こうと計画を練っています。皆様、寛大な寄付をありがとうございま

した。 地域社会に貢献していらっしゃる皆様に特別にお礼をもうしあげたいと思います。パイロットは本当に

素晴らしい人たちの集まりです。皆様は私にとって特別の意味を持った方々です。 

Again, thank you so very much. 本当にありがとうございました。 

Peggy Davidson ペギー・ディビッドソン 
 

 

 

       
 

    ２０１２年９月８日(土)～９日(日)さいたま新都市   
 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第２３回秋のワークショップはなるべく簡素化を目指しプログラムを組みました。 

 久しぶりの分科会は２日間行い、２ヶ所の分科会にご参加いただきました。 

 講演は、パイロットが推し進めているブレインマインダーズにちなみ「子供の頭をケガ 

 から守ろう、ヘルメットの有用性について」と題し、埼玉医科大学救命救急教授「根本学 

 先生」からお話を伺いました。ヘルメットは、子供自らはかぶらない、親がかぶせるもの 

 だというお話を伺い認識を新たにいたしました。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

メイク・ア・ウィッシュの大野寿子さん   子供の脳をヘルメットで守ろう  知的障がい者サッカー連盟理事長 

                           根本 学先生            天野直紀氏 
 

分科会報告 
メンバーシップ分科会（川端千鶴・安齋裕子） 

 
                   約 130名の皆様が集った分科会は、マニュアルをベースに共通 

                  認識が持てるように進行しました。貴重な 100分の時間も短く感じられ 

                  盛り上がってくださった皆様の友情に感謝します。 

                  会員ひとり々が熱意を持ってパイロットの魅力を語り、一人でも多くの 

                  仲間を増やせば、地域々で大きな力となり、支援の輪も広がって 

                  いくと確信しています、数は力です。クラブで一人以上の仲間を 

                  増やしましょう。 

 

資金調達分科会(鳥井晴弥) 
    資金調達分科会は５３名の参加をいただきました。 

    資金調達の基本方針と具体的な推進方法について確認し、ちょっとした 

    工夫で、少額であってもファンドを通して広報や活動への賛同、更には 

    寄付に繋がっていくという話から、３クラブの事例発表、活発なディスカ 

    ションを展開、全員参加型の有意義な勉強会になった。何事も発想と 

    実行！「慎重になることも大事だが、まずはやってみよう」という意見も。 

    勇気を出して時代に合った色々な取り組みをしてみては！ 

 

プロジェクト分科会(末吉真由美) 
             分科会を情報発信と受信の場としたいと企画しました。 

             全国のパイロットウォークで毎年意欲的な取り組みをしている 

             富山パイロットクラブに話をしていただきました。 

             昨年度プロジェクト部門で金賞を受賞したウイング広島本郷 

             パイロットクラブには「心やさしいハンドマッサージでコミュ 

             ニケーションを披露していただき好評でした。 

 

 

 

アンカー部 
    秋のワークショップでは、２日日間にわたり有意義な時間を過ごしたと 

    思います。８日のアンカーミーティングでは、出席したアンカーが２組に 

    分かれてテーマに沿ってディスカッションを展開し、大変貴重な 

    意見が出されました。２日目の分科会では、２０数名のパイロット会員の 

    参加を得て、暫定会員の資格変更の説明を始め質疑応答があり、 

    時間が足りない位の成功裡に終わりました。アンカーの若さと力強さを 

    印象付けられた会議でした。 

 



 

新ホームページについて 

いきいき伝える パイロットの奉仕活動！ 

         ホームページの刷新 
第２３回秋のワークショップで、刷新される日本ディストリ

クトのホームページの１部をご紹介いたしました。日本デ

ィストリクトでは１０年位前からホームページを掲載してま

いりましたが、年度に合わせての内容の更新がされない

まま推進しておりました。ホームページの役割は、パイロ

ットクラブとはどのような団体か、活動は何をしているの

かなどが、誰にでも良く分かることが必要であると同時

に、常に新しい情報が求められます。またＩＴ技術の進化

により動画の導入などリアルに注目度高められるように

なっています。 

時代に合ったパイロットのことがきちんと伝わるホームペ

ージへ、この度それが実現されます。 

パイロットクラブは、インターナショナルの組織であり、各

クラブが地域で密着した奉仕活動を継続していることによ

り、日本ディストリクト(地区)が構成されています。今回の

刷新に合わせて、各クラブの情報をタイムリーに豊富に

掲載してまいります。そのためにはクラブの活動を積極的

にお寄せいただくことが欠かせません。 

パイロットウォークも近づいております。実施状況、あるい

はクラブのイベントなどの情報をどうぞタイムリーにお寄

せください。  ＬＧこもだ たかこ 

 

           ＰＩレップ(宮崎廣子) 
                  寄付報告(合計のみ) 

                  ＄5,820  スイートハート＄1,711  ゴール＄10,988  合計＄18,519 

                  ９月初旬より各クラブから提出していただいた報告書をまとめＰＩ本部に 

                  提出しました。今期も 250ディストリクトの報告が出来ましたことに感謝 

                  申し上げます。ご協力ありがとうございました。 

              

 

 

 

 

 

 

 
 

 
夕食会 

 

                     さいたま新都心の夜景を見ながら 

夕食会                夕涼みウォーク                  自由参加の懇親会 

 

             お 知 ら せ 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘2012’パイロットウォーク 
 

１０月７日第一日曜日 

ＰＩおよび全国のパイロットク

ラブが、一斉にウォークを行い

ます。 

地域にパイロットクラブの広報

をする絶好のチャンスです。 

 

収益の 

８０％は地元寄付へ 

２０％は日本ディストリクトへ 

 

報告書の提出は、１０月３１日 

実行委員長：ＬＧ川原和美まで 

 

成功をお祈りいたします。 



 

 

   第９２回パイロットインターナショナルコンベンション 

   開催日：２０１３年７月１０日(木)～１３日(日) 

   会 場：ルイジアナ州 ニューオリンズ 

   委員会：委員長 牧野裕子(むさしの PC)  副委員長 森主真弓(さつま PC) 

 

 

   第２４回秋の審議会・ワークショップ 

   開催日：２０１３年９月７日(土)～８日(日) 

   会 場：イイノホール＆カンファレンスセンター（東京都・千代田区） 

       宿泊は各自自由にホテルをお選びください 

   ホスティングクラブ：ダイヤモンド東京パイロットクラブ 

   委員長：齋藤紀子(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ東京)  副委員長：磯村みどり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ東京) 

  

 

   第２４回パイロットインターナショナル日本ディストリクトコンベンション 

   開催日：２０１４年４月１８日(金)～２０日(日) 

   会 場・ホテルグランビア広島(広島市・新幹線広島駅直結) 

   ホスティングクラブ：三原パイロットクラブ 

   委員長：檜山博子(三原ＰＣ)  副委員長：出田順子(三原ＰＣ) 

   副委員長兼登録委員長：大原静代(三原ＰＣ) 

 

 

 

８月、９月、１０月の新入会員のお知らせ 

 

  秋田パイロットクラブ  工藤 真実  熊本パイロットクラブ  横田 桂子 

  大阪パイロットクラブ  村上 マサエ 

  さつまパイロットクラブ 檪山 ゆか里  保岡 芳江 

 

 

 

戦略策定委員会からのお願い 

  秋のワークショップと春のディストリクトコンベンションを一本化するか否かの 

  アンケート用紙を全会員に送りました。 

  カバーレターを良くご覧いただき、アンケートにご記入ください。 

  記入後、クラブ会長に提出してください。 

  クラブ会長は、返信用封筒に入れ、 

  委員長：有村悦子までご返信ください。 

 

 


