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度重なる台風の到来に被害が起きないようにと

祈る日々が過ぎ、ようやく澄み渡る青空に清々

しさを感じる季節となりました。 

９月の研修会にはお忙しい中、多くの方々に

ご参加いただきましてありがとうございました。 

午前中は、ガバナー方針、PI コンベンションの報

告の後、会員の心得について学び、各コーディ

ネーターの提案と報告がなされました。 

今期研修会では、多くの時間を急務でありますメンバーシップに充てた

ことで、会員増強についての意見や方法をたくさん学ぶことが出来ました。

参加者それぞれが前向きに取り組む気持ちを持って下さったと思います。

改めて、各クラブ３人の会員増強という今期の目標を思い起こし、各クラ

ブで工夫して取り組んで頂きたいと思います。 

研修会終了後にはアンケートやお電話、メールにて、「意義ある研修会

で楽しくパイロットを語れる会でした」「会員増強の力が湧きました」との前

向きのご意見を多くいただきました。研修会の成果が現れることを期待し

ております。  ブレインマインダーズは各クラブ独自のアイデアで、前期に

引き続き楽しく実施されますよう願っております。紙芝居やぬり絵もどしどし

ご活用下さい。 

 

10月 2日は 2016パイロットウォークが青空のもと、各地で開催されま

した。それぞれに、趣向を凝らしたパイロットウォークが開催されたことと思

います。楽しい実施報告が寄せられることを楽しみにしています。 

また、11 月は Pick Me Ups 月間です。身近にいる福祉にかかわる

方々や、家族の介護にあたる方々を元気づけるための活動を始めましょう。

私たちの小さい思いやりが、世の中をかえる一歩になると信じて取組みま

しょう。 

軽井沢コンベンションが有意義な会となることを願ってホスティングクラ

ブと共に、準備を進めております。多くの皆様にご参加頂きたいと思ってい

ます。 

  

 

 

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 川原 和美  



  
 

◎東京：2016年 9月 10日（土） リガーレ日本橋人形町 アネックス棟 参加者 75 名 

   ◎広島：2016年 9月 11日（日） 広成開発ビル 大会議室              参加者 75名 

 

秋の研修会が東京・広島の２会場で開催され、全国から延べ 150名が

参加しました。DAC を始めとするスタッフ 12名は、東京から広島へ夜の間

に大移動となりましたが、参加して本当に良かったという参加会員からの感

想がたくさん寄せらせ、元気の出る今期スタートとなりました。 

 

 川原ガバナーは今期方針の中で、会員増強

について、会員一人ひとりがパイロットについて

良く学び、自信と誇りを持ってパイロットクラブの

広告塔となりましょうと呼びかけ、頷きながら聞

き入る会員の姿があちこちで見られました。鎌田ガバナーエレクトによる PIC報

告には森主 PIC副委員長による映像での PIC紹介が続き、パイロットウォーク

についてのお知らせを植原ルテナガバナーが行いました。 

 続いて「これだけは知っておきましょう」と題する杉村パーラメンタリアンによ

る会員の心得、PIFF助成金について、アンカークラブについてと時間どおりに

午前中が終了。 

 午後一番は自己紹介ゲーム「あなたは誰？」で楽しく盛り上が

って始まりました。 

その後広報担当による HPを更新

して若い会員の獲得につなげまし

ょう、プロジェクト部と資金調達部

からのアンケート集計による情報

提供と事例発表と続き、コーヒー

ブレイクで一息。 最後に川原ガ

バナーが今期一番の課題と訴え、

１クラブ３名の増員を目標にと呼びかけているメンバーシップ部による意見交換会に入りました。 

 東京会場では富山 PC、ダイヤモンド東京 PC、マルベリー東京 PC、盛岡 PC 広島会場では奈良 PC、広

島 PC、さつま PC、熊本 PCがそれぞれの会員増強への取組方法、工夫、反省等を発表しました。発表者

のパイロット歴、年齢は様々でしたが、

パイロットに対する考え方やその方の

人間性や情熱が良く伝わって、改めて

パイロットの人材の豊富さを感じる時間

でした。 

また発表を聞く会員たちの「クラブ発展

のために何かを得よう」という熱気が会

場にあふれ、1時間半のブレインストー

ミングが短く感じられました。 

  



 

≪PIFF≫                      柳瀬彩子（大阪）  

 今期も全クラブからＰＩＦＦ寄付金にご協力を頂き、誠にありがとうございました。 

寄付いただいた状況は下記のとおりですので、お知らせいたします。  

   数 金額（＄）    金額（円） 

ペースセッター  ($10/人) 38 ｸﾗﾌﾞ ＄４，７７０ ５４８，５５０円 

アンバサダー  ($25以上/人) 33 ｸﾗﾌﾞ ＄１，２９１ １４８，４６５円 

ゴール    ($250以上/ｸﾗﾌﾞ) 36 ｸﾗﾌﾞ ＄８，９２０ １，０２５，８００円 

ゴール    (メンバー) 32名 ＄７４０ ８５，１００円 

合 計 ＄１５，７２１ １，８０７，９１５円 
 

≪メンバーシップ≫                      佐々木 由紀子（東広島） 

今期の目標、各クラブ３名の増員を目指す！ 

達成するためには、具体的な方策を検討し実行に移さなければなりません。 

研修会で活発な意見交換をするため事前にアンケートを取りました。 

①会員増強のための主な企画 ②新入会員のフォローアップ方法 ③お誘い例

会の回数とその成果 ④年会費、例会場費用等 ⑤パイロットクラブを説明する

時のコンセプト 

参考になる回答が多数寄せられ、それをもとに各クラブの活動状況を発表して

頂きました。東京会場では東京 PC、富山 PC、ダイヤモンド東京 PC、マルベリー東京 PC、盛岡 PC。広島会場では

奈良 PC、広島 PC、さつま PC、熊本 PC、東広島 PC。それぞれの会員増強への取り組み方法、考え方などをユニ

ークな視点を混じえて紹介されました。「寝ても覚めても会員増強！！」には会場が笑いに包まれおおいに盛

り上がりました。 

必死な姿勢と熱意は人を動かすと実感致しました。１時間３０分の持ち時間が短く感じられる程で、もっと発

表をしたかったと言われる方もおられました。１年半勧誘を続け、入会に漕ぎ着けたクラブ、イベントの度に候

補者をお誘いして増強に繋げたクラブ等々・・組織繁栄のためには、会員数は必須です。現状に甘んじる事無

く、それぞれの手法で増強活動をして頂きたいと存じます。 

≪プロジェクト≫                         比嘉 良太（沖縄） 

東京会場と広島会場、夫々多くの参加者があり、とても有意義な研修会だったと感

じました。 

プロジェクトでは、姉妹クラブの皆様に事前にアンケートを実施しました。返信いた

だいたクラブの皆様、ありがとうございました。38クラブに送信して、33クラブ

の返信でした。約 87％の返信率です。 

今回のアンケートは、わりと自由な記入方式でしたので、集約する作業が大変でし

た。それでも全国の現状が想像できるような仕上がりに近づけたかな？と思います。

姉妹クラブの皆様が、資料の中から情報を共有し、気づきを得られれば幸いです。 

最後にブレインマインダーズは、パイロット独自の素材です。全国の姉妹クラブで取り組む事により、認知度

アップに繋がり、会員増強に繋がっていけると信じております。これからも活動を継続していきましょう。 



 

 

≪資金調達≫                   浅野常子（八王子） 

～研修会に先立ってお寄せいただいたアンケートの結果は～ 

バザーはほとんどのクラブが取り組んでいます。コンサート・パーティ・ゴルフ・通販

と多岐にわたって取り組み、年を積むうちに自然に得手な分野に到達するのでしょう

か。複数のクラブが２０年以上にわたって企画しているのがパーティで、その地域で喜

ばれているからこそ継続しているのでは・・・と思います。 

通販も、地域で「これは！」と選品したものを扱い続けると、他クラブにも周知され

て購買が定着するのではと思います。 

それぞれにクラブの取り組み方があるでしょうが、資金調達は自クラブの維持・運営の要と意識し、無理無

理は避けても、チャンスは捉えて活用されると良いと考えます。 

研修会で提案しました事例を、一クラブが採択して遂行することになりました。各クラブにおかれましては、資

金調達のよりよい成就を願っております。先般の案件はお申し越しによりできる限り対応させていただきま

す。皆様はどのように受け止めて下さったか、気にかかる処です。

≪アンカー≫                             津田素子（桜東京） 

今期は活動休止中だった奈良アンカークラブが再開し、奈良パイロットクラブ

の皆さまの熱意あるご尽力で全く新しい形で誕生したことをご報告致しました。

日本ディストリクトとしては全国に 8クラブ、会員数は 188名となりました。 

38クラブ中8クラブがスポンサークラブとしてアンカークラブを持っています

が、地域に根ざした活動を若い人達と共に推進することで奉仕の精神を学び、

青少年の育成に繋がる事などパイロットの基本的な方針を説明しながら、姉妹ク

ラブの皆様へ今期 2 クラブの増加を目指したく、アンカークラブの設立をお願い

致しました。 

また、「アンカークラブニュース」は年 1 回（1 月に発行予定）とし、後はホームページを活用して、各アンカー

クラブの活動をお知らせする事やスポンサークラブ（親クラブ）とアンカークラブ（子クラブ）のコミュニケー

ションの強化についてお話致しました。各アンカークラブ、親クラブともこれから提出物が多くなりますので、

どうぞ宜しくお願い致します。 

会員の皆様、再度アンカー部活動計画等々をご確認くださいますようお願いいたします。 

≪広報≫                                 小笠原直美（盛岡） 

 現在の会員数・会員数の推移などから、会員増強が必須のパイロット。 

『ホームページ（ＨＰ）を活用して会員増強を！』というテーマで皆様にプレゼンテーション

させていただきました。 

 また、クラブからのご要望があれば、クラブＨＰの更新のお手伝いもします！ということも

お伝えしました。既にいくつかのクラブからご要望があり、更新をさせていただいています。

いくらいい事をしていても、知られていないのは、ないのと同じこと・・・どうぞＨＰ活用をご検討ください！ 

（お手数ですが、掲載写真はあらかじめ選定してからお送りくださいますようお願いいたします） 

【 資金調達・通信販売・クラブ行事等のお知らせにも使えます 】 

全クラブへの一括送信メールは、周年事業以外は使えませんが、HPであればいつでも掲載可能です。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年 10月 2日（日）、パイロットウォークが行われました。 

 台風や雨の多い日々を心配して

おりましたが、パイロットの心映えす

る素晴らしい天気に恵まれ、各地

でウォークが実施されました。 

実施クラブより、ウォーク後もゲ

ームやダンスをして楽しく過ごした

様子を知ることができます写真が

届いております。パイロットのＨＰで

お楽しみください。報告書は後日

配信いたします。 

実行委員長 植原 菊枝 

                                                                                                 

 

 

 

★岡山 愛子さん・福島 和敏さん（熊本南） ★ 福島 由利子さん（さつま）     以上 9月 

  これからどうぞよろしくお願いします♪) 

                                                                

 

 

 

第 27回 PI日本ディストリクト コンベンション 

開催日：201７年 4月２２日（土）～２３日（日） 

 開催地：軽井沢プリンスホテル（長野県佐久群） 

ホスティングクラブ：東松山パイロットクラブ   

是非ご予定ください！ 

 

第 97 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：２０１７年７月 6 日（木）～9日（日）   開催地：ネバダ州ラスベガス パリス ラスベガス 

  

新入会員のご紹介 

これからの予定 

2016パイロットウォークご報告 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

奈良アンカークラブの再出発 

９月１８日（日）は我々奈良パイロットクラブ念願のアンカークラブの役員就任式が行われました。

川原ガバナー、津田アンカーコーディネーターにご出席いただき、若いアンカーたちの力強い宣誓

の言葉に我々奈良パイロットクラブの会員も感慨ひとしおでした。奈良学園大学のアンカーアドバイ

ザーを務めていただいている小谷勝彦先生からの１本の電話から始まったアンカークラブ設立の話

が、やっと３年目になって実を結ぶ運びとなり感慨無量です。 

何よりも人間教育学部の学生が視野を広げ人間理解を深めるための一つの場としてアンカークラ

ブの活動を取り入れたい、という小谷先生の存在なくして奈良アンカークラブの再興はあり得なかっ

たと思います。願わくば、奈良アンカークラブの学生たちが社会福祉施設等でより深い人間理解と

温かく慈愛に満ちた心を養い、良き教師となる事を切に願いたいと思います。 

 

奈良パイロットクラブ アンカーコーディネーター 稲岡 勲 

 

アンカークラブ会長 就任 



 

 

 

 

 

2016年度アンカーキャンプは、２０１６年８月１６～１８日まで、大阪府吹田市自然交流センターで行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｍｙ箸クラフト

の作成。 

自分だけのＭｙ

箸づくりに皆

一所懸命！ 

薪で火おこし・ご飯は飯盒炊

爨で炊いて・・・美味しいカレ

ーが出来上がり、皆で夕食

を楽しみました。 

ブレインマインダーズにも励みました！ 

もっとブレインマインダーズを現場で展開してゆきたいと思います。 

ＤＡＣ・稲岡会計よりアンカー

キャンプへの補助金の贈呈。 

ＩＢＵ大阪ＡＣ・杉本美咲会長

が受け取りました。 


