
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       祈りのことば 台パイロットクラブよりのメッセージです 

 

PILOT だより     ＮＯ４  2月 

 

 

 
  

～Do More.Care More.Be More～ 
～もっと思いやりを、もっと奉仕を、もっと拡大を～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

                  

 

 

PILOT NEWS  No.4 

発行日：2011年5月1１日 

 

          ガバナー 伊藤 恭子 

立春となりましたが、皆様にはお元気でご活躍の

ことでしょう。 

春を待ち続ける草花や動物たちも静かにその時

を待っています。 

“STAP細胞”の発見は割烹着を白衣に、研究を 

続ける女性研究員によって実ったというビッグ

ニュースが世界を駆け巡り、快挙が報じられまし

た。小保方晴子博士は２０代で発見したが、信じ

てもらえない辛い時代を乗り越えてようやく

「Nature」トップに掲載されたそうです。 

何事においても地道な努力を積み重ねることの

大切さを学びとることでしょう。 

ソチ・オリンピックも間もなく開幕されますが、 

若き女性たちの大活躍ぶりが楽しみです。 

 

さて、パイロットインターナショナルは 

“友情と奉仕”を掲げて一世紀にわたり活動を 

続けてきた証として PI歴代会長の業績を記す 

記録集をまとめています。 

その一部が届きましたので別紙ご覧ください。 

 

４月コンベンションにはジュディ・ラングレイ

PI会長、ローラー・キーバー元 PI会長をお迎え

して開催致します。 

ホスティングクラブ三原ＰＣは DC 委員会を中心

に準備に取り組んでいます。DAC・各コーディネ

ーターも共に最終の準備に入っております。 

実りあるコンベンションになりますよう会員の 

皆様のご出席を心よりお待ちしております。 

４月１８日（金）～２０日（日）に 

“ホテルグランヴィア 広島”で 

お目にかかりましょう！！！ 

 

ＰＩからのお知らせ 

① ＰＩ会長から2月のメッセージ 

 ② 年を経て：ＰＩ歴代会長『1921～現代まで』 

   の業績についての記録集 

    ※ 別紙にてお知らせいたします。 
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     ☆ 日 時：2014年 4月 18日（金）～ 20日（日） 

        ☆ 会 場：ホテルグランヴィア 広島   

 

お出かけ前に、シミュレーションをしてみませんか ？ 

 

第 1日目・4月 18日(金）広島駅に到着で～す。 

『そうだ、お好み焼を食べよう！』             

駅ビルには沢山のお好み焼店があります。 お腹が落ち着いたら会場の 

“ホテルグランヴィア広島”の４階で 登録受付けをしましょう……。 

 14時 30分からワークショップ。  17時から開会式が始まり、続いて 

 18時～ 三原パイロットクラブ主催の《 なごみの会 》がはじまるよ……。  

可愛いだけじゃない。子供達のパワフルなマリンバ演奏をお楽しみくださいネ。  

最後は、“三原のヤッサ踊り”もあるよ。 ヤッサ・ヤッサ～・・･⇒ 

 

第２日目・4月 19日(土）8時～8時 30分の間に、登録受け付けだよ～。 

デリゲートの皆さん忘れないで 登録して会場に入って下さいね。  

昼間は、ビジネスミーティングでしっかり話し合い、しっかり勉強 

いたしましょう～。18時から就任式、来期の日本ディストリクト 

役員様、宜しくお願い致します。 

 

第３日目・4月 20日(日） 8時開場。今日も登録をお忘れなく！ 

        メモリアルサービスで、逝去された会員の方々に黙祷しましょう。 

9時から最後のビジネスミ－ティングですよ～。 

～今期からは次期会長のための勉強会は点鐘前に行います～ 

11時 50分 ===第 24回ディストリクトコンベンシ終了====   

       皆様お疲れ様でした。気をつけてお帰り下さいませ。 

                12：30エクスカーション出発 !! ( 希望者のみ) 

 

        

 

             ＤＡＣ と 三原パイロットクラブ会員 が一丸となり、 

           おもてなしの心で 皆様をお迎えし、実り多いコンベンションと 

なります様、一生懸命 つとめさせて頂きま～す。 

                              お待ちしていま～～す。  

 

 

昨年度から広島県では ”おしい！広島県”をキャチフレーズに観光キャンペーンを行っております。 

“おしい！広島県”の考案者はこんな自虐コピーでいいのか悩まれていた時、 

三原の を口にし｢こんな美味しいもの誰も知らないのはおしい！｣と思い決断されたそうです。 

それほど広島県には皆様がご存じない美味しい食べ物が沢山有ります。 

                                  

― 三原パイロットクラブ ― 

 

 



 

 

 

  

 

☆ ２０１４年７月２日（水）～ ７月６日(日) 

☆ 《 ザ シェラトン シカゴホテル＆タワーズ 》 

 

開催地のシカゴは、イリノイ州にある最大の都市、アメリカの中央に位置することから 

コンベンションや国際見本市が行われることも多く、コンベンションシティとも呼ばれています。 

熱気あふれるコンベンションで、新しい出会いやさらに友情を深める場として下さい。 

研修、会議の合間には、高層建築、ミシガン湖クルーズツアーの参加、７月４日は「独立記念日」です。 

楽しい企画が満載です。 

 

        

             7日（月）～10日（木） 

     
       （レイクルィーズ）          （コロンビア大氷原）         （サルファマウンテンから） 

 

会議終了後は、シカゴからカナディアンロッキーへ！ 

レイクルーズの素晴らしい景色、コロンビア大氷原を雪上車で巡る氷河観光。 

バンフ近郊の観光、サルファマウンテンの頂上からロッキーの３６０度パノラマビューがご覧になれます。 

３日間はカナダの大自然満喫の企画です。さらに友情を深める時間を過ごすことになるでしょう。 

エクスカーションはベストシーズンのため、シカゴ発カルガリー行きの一番良い時間帯：９時４５分発便は 

２０席のみしか確保出来ておりません。是非とも、お早目のご予約をお待ちしています。 

   

 

「有意義で楽しいコンベンション！」 

「心に残るエクスカーションン！」になるように 

委員会で頑張って参ります。 

 

大勢の皆様のご参加をお待ち申しております。 

＊参加者委員会  

団   長  武川 路 代 (奈 良ＰＣ) 

委 員 長  森主 真 弓 (さつまＰＣ)              

      副委員 長  鳥井 晴 弥 (秋 田ＰＣ) 

         

第 93回 ＰＩコンベンションのご案内 

 

      



 

              

大阪パイロットクラブ設立40周年事業を終えて 

大阪パイロットクラブ会長  森 恵子 

日 時：2013年 11月 27日（水） 

場 所：リーガロイヤルホテル大阪 

第 1部：記念講演会「人を結ぶ、心をつなぐ」 

一般財団法人人間塾 塾長 仲野 好重 先生 

第 2部：式典 来賓祝辞・寄付金贈呈・永年会員表彰 

ディナー、ショータイム：大阪府立淀川工科高等学校 吹奏楽部 指揮者 丸谷 明夫先生 

 

     

記念講演会では、心理学者仲野先生にお話をしていただきました。情熱の灯を燃やし続けながら生きること

の大切さ・意義とともに、私たちパイロット会員としての自覚を促すご指摘もありました。 

 

  式典では、今期 40周年を迎え、長きにわたる歳月、クラブの活動を継続し得たことの感謝と喜びを胸に、 

今まで支援し続けてきた団体への寄贈とともに、40周年を機に、記念に残るプロジェクトに取り組みたい 

というのが私たちの思いであり、目標でした。 

国際民間ボランティア団体の会員である私たちは、今回グローバルな視点で支援を考え、高松に本部を置く 

公益社団法人セカンドハンドとの連携により、発展途上国であるカンボジアの支援に目を向けました。 

女性が安心して出産できる助産所が、今特に必要とされていることを知り、それを併設した診療所の建設を

計画し、実現しました。医療施設建設は、長期にわたって地域の人々の生活を支えるという意味を持ちます。          

また、現在のパイロットクラブの現状を考えたとき、その活動内容について、一人でも多くの方々に認知して

いただく必要があります。そのためには、形あるはっきりした実績を示すことが求められます。  

その意味でも、診療所建設は大きな意味を持つものととらえました。これがパイロットへのある種の呼びか

けとなることを私たちは願っています。 

   ☆ 完成した カンボジア・プレイコンブーの医療施設 ☆ 

    

 式典・祝宴には、来賓のかたがたを始め、姉妹クラブより約 100名、地域のかたがたなど総勢 420名にご参加い

ただき、ショータイムでは、淀川工科高校の吹奏楽部の皆様の、元気あふれる演奏を楽しんでいただきました。 

 

ご臨席の皆様方、そして、祝意をいただきました皆様方、誠にありがとうございました。 

 

※永年会員5名の方々に感謝状贈呈 

 

～誇り高き歴史を受けついで～ 

 



 

   

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ＤＡＣから新しい決定事項とお知らせ 

★ディストリクト書記から各クラブ宛、配信できるものをお知らせします。 

各クラブ周年行事に限り、クラブ会長の要請を受けたディストリクト書記が各クラブに配信できることに

なりました。（既に今期全半に周年行事を済まされたクラブには間に合わず申し訳ありませんでした。） 

★2月・3月はコンベンション関連のお知らせなどが沢山配信されます。クラブ会長・IT担当者はメール 

確認をよろしくお願い致します。 

  

 

 

第 24回春のコンベンションにおきまして今回も『お楽しみバザール＆サイレントオークション』を 

企画しています。新品同様でバザー対象品のご提供、ご協力を賜りますようにお願い申し上げます。 

この催しは、日本ディストリクト発展のため資金調達の一助でもあります。 

パイロット活動の継続、拡大に向けて皆様のご協力をお願いいたします。 

衣類…使用品はクリーニング済のもの 古すぎるデザインのものはご遠慮下さい。   

       バッグ ・ アクセサリー ・ スカーフ ・ マフラー ・ 小物雑貨など。 

※ 詳しいお願い事項は後日、各クラブ会長宛にお願いメールをおとどけいたします。 

                    資金調達コーディネーター 鈴木 由利(熊本ＰＣ) 

 

 

 

  

1月・2月2日までの新入会員のご紹介  

☆びわこＰＣ   中村 久子 様  （なかむら ひさこ） 

☆２１東京ＰＣ  北堀 マユミ様  （きたほり まゆみ） 

         佐藤 実香 様  （さとう   みか） 

☆牟礼香川ＰＣ  森田 京子 様  （もりた きょうこ） 

☆ 

 

お 知 ら せ ＆ お 願 い 

   

 

        

 

            ※未公開クラブのお手伝いに、どこまででも参上いたします！！ 

 

＊★印がついていませんが最近、新規公開済みクラブ名：三原・盛岡・さつま・東松山 

＊世の中はエコモード！ペーパーレスで経費節減！ホームページの最大限活用を目標に・・・。 

 全クラブがホームページを公開できることを願って・・・！あと一息！頑張りましょう！！ 

 現在進捗状況：公開済みクラブ 13クラブ・編集途中クラブ 5クラブ 

今期中は頑張り抜く覚悟ですので“ホームページを活用してみよう！”と希望するクラブは 

ご連絡下さい。喜んで出張いたします。 

連絡先： 森永久子 090-5498-2958  木村裕紀 080-5657-8282  

 

 

★ 

 

 商品ご提供お願い 

 

♦ ホームページの立ち上げについて ♦ 

 


