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～ もっと奉仕を、もっと思いやりを、もっと拡大を !  ～
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☆ガバナー 　　　　伊藤 恭子  ☆ガバナーエレクト　武川 路代
☆ルテナガバナー 　 庄嶋 施喜子  ☆書 　記 　　　　田原 敏子
☆会 　計 　　　　松川 英子 

2014・6

パイロットインターナショナル日本ディストリクトガバナー 伊藤 恭子

　昨年度の後半よりパイロットインターナショナルは新ロゴDo More, Care More, Be More （もっと奉仕を、もっと思
いやりを、もっと拡大を）を発表し、新たな取り組みを打ち出しました。日本ディストリクトは秋のワークショップでこの取
り組みを提案し、9月～12月にかけてクラブ訪問で更に周知・理解を深める努力を行いました。11月第2週を「国際ケ
ア親切週間（Pick Me Ups）」としてスタートした活動ですが、早速取り組んだクラブがあったことは嬉しいことです。

　第24回ディストリクトコンベンションではPick Me Upsへの更なる理解を深めるためにジュディＰＩ会長にアメリカで
の取り組みを紹介して頂き、日本の取り組みとして広島パイロットクラブの活動を紹介しました。このPick Me Upsは
ＮＨＫ広島ニュースで紹介され、シカゴＰＩコンベンションでは日本の活動として発表することが決定しました。
堂本暁子前千葉県知事のご講演では、地球規模で起こる災害対応に、女性の視点での取り組みの大切さを学
び、パイロット活動の今後に示唆を頂きました。東日本大震災の復興に思いを寄せ続ける大切さを忘れずに災害と
向きあっていくことは重要な課題です。今、パイロットが培ってきた地域に根差した活動をどのように継続するのか、
正念場を迎えています。

　今期DACは5名体制となりましたが、コーディネーター、アポインティー、クラブ会長各位のご協力を頂きながら効
率的な運営を図るべく努力して参りました。これは全国のパイロットの皆様のご協力なくしては先には進みません
が、改革期にDAC各位と努力させていただきました。先を見すえた戦略策定委員会の諮問を受けて新たな活動
へ舵を切ることになりました。来期は秋の日帰研修会の実施、事務局設置、寄付口座などを具体化して、今期の至
らざるところを来期DACの叡智に委ねさせていただきたいと願っております。
日本での地道なパイロット活動が国際ボランティア団体としての輪の中で理解を深めることを喜びとして、今後も真
実の道を歩み続けていけるように願わずにはいられません。
“水先案内人としてのパイロット”に誇りをもち、輝かしい未来を切り拓く努力を重ねて参りましょう。
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ガバナーエレクト   武川 路代（奈良ＰＣ）

ルテナガバナー   庄嶋 施喜子（福岡ＰＣ）

　エネルギシュに活動される伊藤ガバナーのもと、来期に向けて学びの機会を頂きました。
パイロットの活動に求められるもの、自分たちが何をしていくべきか深く考えさせられる一年間でした。
25 年前、入会した頃とは社会情勢が大きく変わっています。
　今期、ＰＩの活動方針も「Ｃ」ケアーという新しい方針が打ち出されました。アメリカと日本の風土、
国の政策などの違いもあって、「介護者への支援」というＰＩの解釈をそのまま取り込めない状況の
中で「支援」を形にしていくことが求められます。時代のニーズにあった日本ディストリクトの独自の
方向性も考えていかなくてはなりません。今期は二クラブのディスバウンドがありました。色々な事情

がありやむを得ない判断をされたのでしょう。会員の維持、増強も大切です。
「友情と奉仕」を心にきざみ会員の皆様のお力を頂いて来期への活動につなげていきたく存じます。

　貴重な一年間でした。  ～もっと奉仕を もっと思いやりを もっと拡大を！～ をかかげてこの
１年間 伊藤恭子ガバナーのもとにて活動を致しました。
パイロットのＡ Ｂ Ｃも説極的に推進してまいりましたがＣの障害者家族支援へのケアはまだま
だ努力の積み重ねが必要のようです。昨年度から改革を進め来期は春のコンベンション
のみとなりました。私の所信表明にて「何事も為せば成る」の精神で毎日を重ねて参りました。
　コンベンションに向けてＤＡＣは多くの時間を費やする事が大でまさに「友情と奉仕」です。
事務局が早く出来ます事に期待をしたいと思います。来期 ＤＡＣ アポインティーズの皆様にエールを送ります。
諸先輩の皆様方にご指導をいただき多くの事を学ばせて頂きました事に感謝申し上げます。拙いルテナガバナーで
はございましたが役職の重みを下ろさせて頂きます。有難うございました。

～ 一年間を振り返って ～

ＤＡＣ 書記   田原 敏子（広島ＰＣ）
　ディストリクト書記として、初のDAC 役員という１年間の貴重な経験をさせて頂くことが出来ました。
心に残るのは、PI コンベンション初参加・秋のワークショップ・春のコンベンションと大きな学びを得たこ
とです。日常の欠かせない仕事の一つは、各クラブの皆様にDAC から情報を発信させて頂く事でし
た。添付書類が思う様に届かないことでご迷惑をお掛けしたことも多 ご々ざいましたが、その都度ご
連絡を頂くことで、各クラブとのつながりを深めさせて頂くきっかけにもなりました。パイロット全体を把
握する必要の有る役割を、伊藤ガバナーはじめDAC 役員の皆様の心優しいお導きを得て、戸惑う

ことも無く充実した時間を過ごさせて頂いた事は、大変幸せなことでした。ディストリクトチーム皆様のご助言も大きな力と
なりました。言い尽くせませんが、会員の皆様のご指導とご協力に、心よりお礼申し上げます。

ＤＡＣ 会計   松川 英子（大阪ＰＣ）
　2013年度、2014年度の会計を務めさせていただいたのも、ついこの間のように感じましたが、
もう、2年が経ち会計の任務も間もなく終えようとしています。
　2年間の間には、会員の減少がありました。退会される会員、新しく入会される会員の皆様方の模
様を見てきました。組織の中で大事なのは、やはり資金です。資金があってこそ組織の運営ができる
のです。会員の皆様に楽しんでいただける企画をと思いながら、なかなか実現しないこともありまし
た。でも、秋のワークショップ、春のコンベンションでは、会員の皆様が一生懸命販売のお手伝いをして
くださいました。手伝いをしていただいた会員は、「とても楽しかったよ」とその一言で、その場の雰囲気、情景が浮かびと
ても嬉しい思いをいたしました。会員の皆様の友情をいただき、絆をいただき、会計も潤うことが出来ました。これらの厚意
をいつまでも抱きつつ日々 を過ごしたく存じます。2 年間ありがとうございました。感謝です。



ＰＩＦＦレップ   那波 常（秋田ＰＣ）

メンバーシップ コーディネーター   安齋 裕子（福島ＰＣ）

　この１年は、私がＰＩＦＦを学んだ１年でした。
ＰＩＦから生まれ変わった時なので、「何が変わるのか」いつも気になる１年でもありました。
　日本の会員の皆様には今まで通りのご寄付を戴いた上、新しい事業「黄色いバラ」へもご
協力を頂き大変感謝しています。
　また、最大の喜びは助成金を申請全クラブが獲得できた事でした。何とか無事に役目を果た
すことができたのは、諸先輩のご指導ご協力のお蔭と心から御礼申し上げます。

　ワークショップ、周年事業、コンベンション数多くの行事に参加させていただき全国の
会員の皆様が、クラブに誇りを持ち、成功する為に協力を惜しまず、地域に貢献する姿には、
感銘をうけました。又「会員の維持」「会員の復帰」「会員の拡大」会員の皆様が真剣に取り
組んでいる様子が伺えました。これからも情報交換を密にパイロットの新しい道が開けま
すようお役に立てれば幸いです。

メンバーシップ　委員   大貫 祝子（ウィング広島本郷ＰＣ）
　安齋コーディネーターからご指導いただき励まされ、一年間沢山の事を学びました。
　不安になると必ず「だいじょうぶ」と声を掛けてくれるパイロット会員。皆様に背中を押しても
らいながら永遠のテーマ「会員増強」に向き会い、沢山の方の声を聞き、パイロットを思う皆様
の情熱を感じました。あたたかくご指導いただいた皆様心より感謝を申しあげます。
　来期は、この一年学んだことを無駄にしないよう、微力でございますが活動に邁進していきた
いと思います。

プロジェクトコーディネーター   伊妻 三恵子（びわこＰＣ）
　早いもので、プロジェクトコーディネーターを受けてからあっという間の一年でした。
　会員の少ないクラブでも取り組みやすい事業として映写会を勧めましたが、アンケートでも各
クラブから貴重なご意見、提案等を頂いてとてもよい勉強をさせて頂きました。
　不行き届きばかりでしたが DAC、前コーディネーターの方々に助けられながら無事に終える
事ができ、感謝致します。有り難うございました。

資金調達コーディネーター   鈴木由利（熊本ＰＣ）
　資金調達がパイロット活動に大変重要なものである事、そして目的に沿った無理のない活動を
楽しく活動する事を各クラブの熱心な資金調達活動に参加させて頂いたり、報告を頂きまして、
私自身の勉強をさせて頂きました。
　資金調達の方針は歴代コーディネーターの方たちと大きく変わる物ではなく継続して行く事に
発展があると思います。ＤＡＣのみなさま、全国の会員のみなさまのご支援に感謝し心より御礼
を申し上げます。

アンカーコーディネーター   中山 華子（鹿児島ＰＣ）
　ディストリクトアンカーコーディネーターはこんなに年間の仕事量が多いんだ！と引継ぎ会の時に思い
ましたがあっという間の一年でした。自分の仕事とパイロットの仕事を両立することの難しさをただた
だ感じました。しかし、アンカーの学生達と触れ合うことで自分が勉強になりそしてどれだけ癒された
ことかわかりません。大変なことも多かったですが、コーディネーターをお引き受けして良かったと思っ
ております。伊藤ガバナーはじめ前 コ々ーディネーターの桜東京 PC の中島さんや助けて頂いた沢
山の方々に感謝致します。アンカーに関わることでの喜びをもっとたくさんのパイロット会員の皆様に
知っていただきたいです。ＰＩも推進しているとおり、彼らは未来のボランティアリーダーです。
　パイロットへと導けるように私たちも楽しさを忘れず活動していければと思います。一年間ありがとうございました。
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ディストリクトパーラメンタリアン   内田 民以（東松山ＰＣ）

ディストリクトチャプレン   植原 菊枝（高崎ＰＣ）

　パーラメンタリアンの役割とは、会議がスムースに進むよう、議事法、バイローズ,マニュアル、
プロトコール等身につけ、ガバナーおよびＤＡＣから依頼があれば、審議には加われません
が問題解決につながるようサポートし、ＤＣのアジェンダ、シナリオを検討する等々です。
　パイロットクラブが長い歴史を歩んで来られた礎は、倫理規約を指針とし、ルールによっ
て秩序が保たれて来たことが大きな要因ではないでしょうか。お互いを尊重しあい、日々の活
動に力を注ぎ、今後もパイロットの使命を果たしてまいりましょう。

　「祈りのことば」の大切さをそして重要さを考える一年でした。
コンベンション開会にあたり、会員全員の気持ちが一つになり、この場を盛り上げ、気持
ちを伝える重要さを参加者の皆様へ伝える事ができることを心にとめ、「祈りのことば」
といたしました。 パイロットの方向性に夢と希望を持ち、新会員を増やし、新しい企画を
推進できます事を願いながら終わりたいと存じます。

第 24 回ワークショップ委員会委員長   齋藤 紀子（ダイヤモンド東京ＰＣ）
　昨年度は私にとって試練の年だったと言えそうです。経験の浅い私が「秋のワークショップ
実行委員長」等と大役を仰せつかり、所属クラブ員もさぞや落ち着かないことだったと思います。
　人前で話すのは仕事だったはずの自分が、ワークショップ参加者への歓迎のご挨拶に、足
の震えを覚え、心地よい緊張感がうれしかったことを思い出します。
　全国のパイロットの仲間に感謝です。

第 92 回 PI コンベンション参加者委員会委員長   牧野 裕子（むさしのＰＣ）

　日本からはアンカー1 名を含む 32 名が参加致しました。
　委員会の一番の仕事は、無事に行って無事に帰って来ることと、諸先輩に教えられ、つかの
間安堵することが出来ました。
　帰国後に感じたことですが、PI 主催ツアーは楽しいイベントではありますが、是非一度アメリカ

現地の老人ホーム・支援施設、アンカーの学校訪問などを見学させて頂きたいと思いました。
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副委員長   森主 真弓（さつまＰＣ）
2013 年 7 月 10 日～ 13 日 ：ルイジアナ州 ニューオーリンズにて開催



第 24 回 PI 日本ディストリクトコンベンション委員長   檜山 博子 （三原 PC）

指名委員会委員長   植原 菊枝（高崎ＰＣ）

　皆様方のご協力のお蔭で、第２４回 DC を無事終えることが出来、今はホッとしております。
　日頃より本番に強いと言われている三原 PC 会員が、本領を発揮してくれ、又 姉妹クラブの
皆様から、笑顔やねぎらいの言葉を沢山頂戴したお蔭で、疲れを感じる事なく楽しいコンベン
ションとなりました。 皆様に心より御礼申し上げます。
この体験が今後の PC 活動に生かされればと思います。

　役員の推薦はパイロット活動をするうえで大切かつ重要な会員としての使命です。
書式が複雑だから書類を整えられないから、どの様な方を推薦してよいのかわからない
からと、推薦状を提出しないクラブが多々あります。
　ディストリクトの事業を行う重要なお役をしてくださる方々です。他力本願になるこ
となく、しっかりと推薦しようと努力してくださる事を祈らずにはおられません。

戦略策定委員会委員長   有村 悦子（鹿児島ＰＣ）
委員   新田 八朗（富山ＰＣ）・石橋 正利（ＡＰＯＬＬＯ東京ＰＣ）
      杉村 良子（奈良ＰＣ）・中島 恵子（桜東京ＰＣ）
      檜山 博子（三原ＰＣ）・小松 恵理子（鹿児島ＰＣ）

　会員の皆様のご協力をいただき内田期、伊藤期となんとか二年を終えることができました。
感謝申し上げます。来期はＤＣ・ＷＳが一本化になっての初めての期になります。
　ＤＣまでにどうしても審議をしなければならない重要な案件が出てきた場合は、たとえば研修会を審議会に切り替える
など、臨機応変に素早く決断し対応していただきたいと思っています。あと残された一年を委員の方 と々共に山積みの
検討事項と取り組み、形ある提案が出来るよう精一杯務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。

★２０１４～２０１５ 委員会検討内容 
　　  武川ガバナーの基本方針・活動方針に沿って
　①事務局の設置 ( センターの構想・組織図・規約の作成など )
　②寄付口座について 具体策を検討
　③研修会開催についての協力
　④会員の維持・増強・新クラブ設立について

○ＰＩＦＦ
 
○寄付口座
 
○一般会計

○アンカー支援金　
○アーカンソー州ルイビルパイロットクラブへ竜巻支援金　540,000円（24クラブ＆個人会員含む）

・ペースセッター・スイートハート・ゴール
・クラブ周年記念寄付ほか（びわこ・神戸・熊本・佐賀・大分・札幌・東松山の各ＰＣ）
・クラブ周年記念寄付ほか（神戸・沖縄・尾道・大分・札幌の各ＰＣ）
・日比谷ウォーク・パイロットウォーク（２０％）
・資金調達バザー売上（秋のWS・春のDC）・DAC グッズ売上（秋のWS・春のDC）
・福岡PC・沖縄PC・尾道PC・びわこPC
・缶募金（秋のWS・春のDC）・その他寄付（札幌PC）
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【寄付収入】 ご協力に感謝します。有難うございました。

【会員情報】 ・7月 期首会員数　563 名　/　６月 会員数　579 名　　（16 名増員）　
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２０１３～２０１４　ＰＩ日本ディストリクト活動記録

東京５クラブ（21東京PC・APOLLO東京PC・ダイヤモンド東京PC・桜東京PC・東京PC）

［ホスティング：ダイヤモンド東京パイロットクラブ］  出席者：１８６名　

今期ＰＩ方針～パイロットのＡＢＣ推進　　
"Ｉ ａｍ ａ ＰＩＬＯＴ"一日一度は声かけを！　　

2013～ 2014年度
ジュディ・ラングレイ PI会長の方針に従い
秋のワークショップにて、伊藤恭子ガバナーより
日本ディストリクトの活動方針が打ち出された。

2012～ 2013年度
ウイニー・ブルワー　ＰＩ会長　
ジュディ・ラングレイ 次期会長を交え
日本ディストリクトからの質問等交歓会を行った。

❖クラブ訪問開始（9月～12月）：ガバナー伊藤恭子（13C）・ガバナーエレクト武川路代（12C）・ルテナガバナー庄嶋施喜子（11C）

❖フレンドリー賞受賞：賞状と副賞10,000円（於：第24回春のＤＣ）

開催日：６月２日（日）　於：大阪（英国屋）
開催日：６月３日（月）　　　　同上

6月 現・新ＤＡＣ引継ぎ会議
新ＤＡＣ会議

開催日：2013年7月10日（水）～7月13日（土）
場　所：シェラトンニューオーリンズホテル

７月 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：１０月６日（日）　於：全国各地10月 '２０１３’パイロットウォーク

開催日：2013年9月7日（土）～9月8日（日）
場　所：東京・イイノホール＆カンファレンスセンター

９月 第 24回 ＰＩ日本ディストリクト
　　　　秋の審議会・ワークショップ

実行委員長　ルテナガバナー　庄嶋施喜子

日本ディストリクト

▲2013～2014年度　ＤＡＣ５名

▲ＥＣＲとの会議

▲ジュディ・ラングレイ次期会長
　　　リーダー会議　本会議
  “強いチームについて”
        出席：新ＤＡＣ役員

▲旗の入場
   ガバナー　伊藤　恭子
　　［旗手］　伊禮　信泉（コザ PC）
　　　　　　コ・パイロット

ニューオーリンズ大会
出席者：総数８０８名・日本３２名
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開催日：2014年4月18日（土）～4月20日（日）
場　所：ホテルグランヴィア広島

4月 第 24回 ＰＩ日本ディストリクトコンベンション

６月 公開ホームページ　　　２１クラブ達成！

［ホスティング：三原パイロットクラブ］

出席者：194名

ディストリクトホームページの装いも新たに
キャッチフレーズ決定しました。

◀各クラブのホームページも
　充実してきました。

◀広島市役所
　「表敬訪問」
　 ＰＩ会長と松井市長

▲慰霊碑へ献花

▲堂本暁子氏 
      講演を終えて ▲特別賞：大阪 PC

”輝け！パイロット！！”

［中国新聞掲載］
2014.4.18

○日本ディストリクト助成金：高崎PC
○活動部アワード表彰：
　　　金賞（びわこPC・盛岡PC・ウイング広島本郷PC）
         チーム団体賞（福島PC・仙台PC）
　PIアンカーアドバイザー三位入賞：
　　　武林裕子先生（鹿児島アンカー）

【日本ディストリクト・助成金・アワード表彰】

▼吹田先生の音頭でパイロットの歌を♪

▲特別表彰 
　有馬万理代会員（鹿児島PC)

広島PCの取り組みを紹介する
河田和子会員［4月18日(金)NHK広島ニュース20時45分で放送］
シカゴコンベンションでも発表しました。
   2014年度 パイロットインターナショナル優秀クラブ賞を受賞。

Pick Me Ups 発表



ANCHOR

CLUBS

★ＰＩコンベンション 東京アンカー クラブ 瀬村 由眞さん 孤軍奮闘 ★秋ワークショップ

★アンカー合宿

★広島コンベンション
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～ アンカー活動写真 ～

　ブログの二の舞になるのではないかとの、心配をよそに２１クラブの素晴らしいＨＰが公開されました。
積極的にＨＰの作成に取り組んで下さった皆様に感謝申し上げます。
好奇心は若さの秘訣… 会員の皆様にも、最新の技術を使う楽しさを知っていただき、せっかく学んだやり方を忘れ
ないうちに、ＨＰ更新を続けていって下さることを願っております。旬な情報をタイムリーに発信できますように！

広報担当：三木 美千代（牟礼香川ＰＣ）
ＨＰ担当：森永 久子（むさしのＰＣ）・木村 裕紀

～ＰＩ日本ディストリクトＨＰの素晴らしい進化を願って！～

2014-15 日本ディストリクト行事

◆ 2014・パイロットウオーク

◆ 第25 回ＰＩ日本Ｄコンベンション

2014 年10 月5 日（日）
全国各地

2015 年4 月10 日（金）～ 12 日（日）

鹿児島市 城山観光ホテル
ホスティングクラブ 鹿児島ＰＣ

▲2014－2015 日本ディストリクトチームの皆様


