
 
 

 

 

ガバナー  川原 和美 

 梅祭りの便りが聞かれる季節となりました。アンカーの

皆さまは学期末を迎えましたが、お元気でお過ごしの事と

思います。2月、3月は前任・後任のアンカー役員交代等

引き継ぎの時期でもあり学校行事等でお忙しい日々と存

じます。昨年は活動休止中だった奈良アンカークラブが再

開し、奈良学園大学として新生アンカークラブの誕生とな

りました。9月に役員の認証式が執り行われましたことを

とても嬉しく思います。これで大学生のアンカークラブが

7つとなり、高校生のアンカークラブが１つで PI日本デ

ィストリクトアンカークラブは合計８クラブとなりまし

た。アンカーの皆さんが活発に行動され各地域でパイロッ

ト精神を踏まえ、友情と奉仕を信条に積極的な活動を推進

されていることを誇りに思います。 

今年もパイロットインターナショナル日本ディストリクトはアンカー会員の皆さまの活動を

支援し、全国のパイロットクラブ会員とアンカー会員の交流がより広がり絆が深まる事を期

待しています。４月 22日～23日 軽井沢に於いて第 27回 PI日本ディストリクトコンベンシ

ョンが開催されます。アンカープログラムとして軽井沢消防署のご協力により救命救急につ

いての勉強会を予定しています。多くのアンカーの皆さまのご参加をお待ちしています。 

 
 

アンカーコーディネーター  津田 素子 

 アンカーの皆さま、こんにちは。お元気でご活躍の事と思います。今期はアンカーの皆さ

まが、ブレインマインダーズに積極的に取り組み、大阪でのアンカーキャンプにおいてもプ

ログラムとしてとりあげられた事を大変嬉しく思います。各クラブに於いて年間スケジュー

ルや目標がありますが、先輩から後輩への引き継ぎなどこの時期に十分なコミュニケーショ

ンを行い、4月から新たな気持ちで推進できるようにバトンタッチくださ

いますようお願い致します。 

今回のアンカークラブニュースは 8クラブとも提出くださいました。周

りのデザインを除き内容につきましては、できるだけそのまま掲載してい

ますが、文字や写真など修正したクラブもありレイアウト上、小さくなっ

たりしている部分もありますのでご了承ください。尚、今後の報告物につ

いて下記にあげましたのでご確認ください。 
 

 
◆アワード応募（2016-2017年度優秀アンカークラブ） 2月初旬にご案内 3月 1日提出 

◆アンカー-年度報告書（報告書及び年間活動のファイル） 2月初旬にご案内 3月 1日提出 

◆アンカーアドバイザー年度賞応募    2月初旬にご案内 3月 20日提出 

◆パイロットジュニアに関して    2月初旬にご案内 3月 31日提出 

 
 

それではアンカーの皆さま、軽井沢で開催の日本ディストリクトコンベンションでお会いしましょう。 
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鹿児島アンカークラブニュース 

      

 5月に行われた福山学園のゆうゆう運動会のお手伝いをさせていただきました。 

 運動会の行われる前に学園を訪問し、学園の方と顔合わせを行いました。 

また、学園の案内・紹介をしてもらいました。 

 運動会当日はお手伝いをするだけではなく、実際に競技に参加をしました。 

競技の内容は障害の重さや有無に関わらず参加者全員が楽しめるように工夫がされて

いました。  

他にも、全員で輪を作り AKB48の「365日の紙飛行機」に合わせて踊りました。 

 

←コーンから覗くことによって視界が制

限され、バウンドの予測できないラグビー

ボールを蹴るので苦戦中 

コーンの先端の穴の大きさによってハ

ンディが異なる。 
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東京アンカークラブ 
2016年度活動のハイライト 

 
 

浅草介護 

老人保健施設 
ゲストの方々と一緒に楽

しくゲームをしたり、お

話をしたり、お食事のお

手伝いをさせていただき

ました。 

 

 

 

 

 

 

京区での子供祭り 
地域の方やたくさんの子供たちと 

ふれあうことで私たちまで笑顔に 

なりました。普段あまり交流できな 

い地域の方々とも楽しい時間を過 

ごすことができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あゆみ作業所 
深谷市で高崎アンカーク

ラブの方々と合同でお手

伝いさせていただきました。

人の優しさをたくさん感じ

ることができました。 
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尾道アンカークラブ 活動報告 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなと祭りチャリティー茶会 

2日間にわたり、毎年恒例のチャリティー茶会のお

手伝いをさせていただきました。友達や、ボランテ

ィアでお世話になっている方々にも来ていただき、

今年度のご挨拶をさせていただくことができまし

た！綺麗な着物を着せていただき、二日目にはご厚

意で、着物のファッションショーの花道を歩かせて

いただき、楽しかったです。お茶会でのマナーなど

も教えていただき、とても良い経験になりました。  

 
スポーツ大会ボランティア 

障がいを持った方のスポーツ大会に参加させていただ

きました。中国地方大会とのことで、たくさんの方々が

参加されていました。みなさんと一緒にドッチボールや

フリスビー、パターゴルフなどをして楽しかったです。

また、手を組んで歩いたり、食事の介助をさせていただ

いたりといろいろな経験ができました。一緒にいる時間

が長かったので、たくさんお話ができて、とてもたのし

かったです！  

 

病院まつり 

病院まつりのブースのお手伝いをさせていただき

ました！キッズコーナーのゲームを担当しまし

た。ゲームの機械を使うのに四苦八苦しながら、

子どもたちと一緒に楽しみました。何度も来てく

れる子も居て、仲良くなれました。病院まつりで

はボランティアだけでなく、病院の器具の体験な

どもさせていただきました。 

 

翠郷祭 はるか展 

尾道の作業所さんにお願いして、絵を送っていた

だき、展示を行いました。みんなで楽しく居残り

して作りました。たくさんの方に展示を見に来て

いただき、コメントもいただきました。来年も楽

しみにしていますとおっしゃっていただきまし

た  
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アンカークラブニュース 2016～17 

 
                     2016～2017 

東京目白アンカークラブ       
 

 
 

①7 月 22 日（月）桜東京 PC 歌のキャラバン（杉並区立こすもす生活園）に参加【スポンサークラブの活動】

    
出演：エルパジャーソ・バイオリン演奏 中島恵子会員 

 

②8 月 心身障がい者デイケア施設「ほっとすてーしょん」（埼玉県・川口市）でのボランティア活動に参加 

7/26・8/3・19・26                         【脳関連障がい奉仕】 

      
ほっとすてーしょん ボランティア＆納涼祭 

 

③9 月 17 日（土）・18 日（日） 

       桐陽祭（目白研心中学校高等学校の文化祭）にて、チャリティーバザー【資金調達】 

※ 心身障がい者デイケア施設「ほっとすてーしょん」のパン・クッキーの委託販売も実施 

    
桐陽祭 チャリティーバザー 

 

④10 月 2 日（日）パイロットウォーク 2016（文京学院・東京大学構内）に参加【パイロット活動】  

  
     パイロットウォーク 2016 りんご村のみなさまと 

 

 

会長：武市亜子 

書記：飯岡萌音 

会計：矢島瑠莉 

理事：石渡エレン・髙林花 

 

ほっとすてーしょん 

埼玉県川口市にある心

身障がい者デイケア施

設で、卒業生のご両親が

運営されています。毎夏

休みの数日間にわたっ

てボランティア活動を

させていただいていま

す。 

パイロットジュニア 

東京目白ＡＣの卒業生

が推薦を受けて、引き

続きパイロット活動に

参加しています。6 年

間という有期ですが、

大学生・社会人の先輩

方がいつも積極的に参

加され、私たちの目標

になっています。 

チャリティーバザー 

チャーター以来 20 年間 

続いている資金調達活

動です。スポンサークラ

ブである桜東京 PC や先

輩のパイロットジュニ

アのみなさまにもご協

力いただき、よい交流の

機会ともなっています。 

その他の活動 

⑤12/1（金）桜東京 PC

歌のキャラバン（肢体不自

由児通園施設中央愛児園） 

⑥1/21（土）桜東京 PC

チャリティー講演会（持田

製薬ルークホール） 

⑦3 月上旬 新役員就任式  

⑧実施日未定  ブレイ

ン・マインダーズ（中野区

立江原保育園 or 中野区立

大和保育園） 
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IBU大阪アンカークラブ 
2016年度 活動報告（ハイライト） 

 
こどもまつり ボランティア 

こどもまつりのメインは、小学生の子どもたちが店長としてお店を開く「こども市」。数か月

にわたって、子どもたち自身が実行委員会を開いて話し合い、企画・運営をします。 

私たちはそのお手伝いをし、子どもたちが一生懸命に頑張る姿を見ることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
大学祭 

 四天王寺大学 大学祭は、一年で一番大きなイベントです。アンカークラブは今年も屋台（今

年はたこ焼き！）、教室での子ども向けゲーム、ブレインマインダーズの上映をしました。 
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シャロン祭 
 

2016 年 10 月 22 日（土）・23 日（日）に共愛学園前橋国際大学の文化祭であるシャロン

祭が催されました。高崎アンカークラブは、恒例の模擬店での綿あめ販売をし、クラブメ

ンバーや地域の方と交流ができました。 

 綿あめは、１つ 100 円で３種類の綿

あめを用意しました。値段も味も大好

評で、子どもから大人まで多くの方に

買っていただくことができました。 

 
とっても好評で、クラブメンバーは販売に大忙し

でした。→ 

ハートフルコンサート 
 

2016 年 11 月 20 日、高崎パイロットクラブ様が主催する「第 24 回ハートフルコンサート」

のお手伝いをさせていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブレインマインダーズ上演 

 

「共愛こども園」にて、ブレインマインダーズを上

演しました。紙芝居を使って、パイロットクラブの

方々と一緒に子供たちに脳の大切さを教えること

ができました。 

 

子どもだけでなく、大学卒業後に教員や支援員、児

童館のスタッフとして子どもと関わっていく学生

にも脳の大切さを伝えることができ、大変有意義な

活動となりました。 

 

雪などの問題もありましたが、無事今年も行うことができました。 

上演後には園児たちが作った酉年のカレンダーをいただき、とても

うれしかったです。 

集合写真→ 

 

 

 

高崎アンカークラブ 活動報告 

オリジナルショップでの販売と出演者への花束贈呈を行

いました。オリジナルショップでは、手作りのお菓子と雑貨

と鉢植えを販売させていただきました。鉢植えと手作りのお

菓子は大変好評であっという間に売り切れてしまいました。

雑貨も「かわいい」と言ってもらえたので嬉しかったです。

手作りの雑貨には昨年と同様に一つ一つに「心を込めて作り

ました」というメッセージカードを入れ、手に取った時に気

持ちが伝わるように工夫しました。多くの人に喜んで購入し

ていただき私たちもとても嬉しかったです。 

 



8 

 

 

尚絅学院大学活動報告書 2016 
 

2016年 10月 15日 
【仙台アンカークラブとの合同活動】 
 

今年もパイロットクラブの皆さんと合同の活動

を行うことができました。７月に新メンバーの

認証式の中で提案された脳を守る啓蒙活動です。

本学付属幼稚園のイベントの中に発表の機会を

いただきました。発表の緊張もありましたが、

孫育て中の方から参考になりましたよと声を掛

けて頂きました。今年度も、私ども尚絅学院大学

ボランティアチームＴＡＳＫＩを仙台アンカー

クラブとして認証頂き、大変感謝しております。

私達の活動を通して、被災地の現状を沢山の方々

に知っていただく機会になれば幸いです。 
 

人間心理学科 高橋 佑瑞 

 

 

2016年 10月 15日 

【尚絅学院大学付属幼稚園での啓蒙活動】 

     

幼稚園のイベントのハッピーランドで“安全への備

え”の活動をパイロットクラブの皆さんと合同で行

いました。用意して頂いた着ぐるみとパネルを使っ

て、頭を守ることの大切さを、笑いを交えながら園

児や父母の皆さんにアピールすることができまし

た。演劇の経験は初めての私でしたが、子供達が真

剣に聞いているのを目の当りにして、人に伝える事

の大切さを改めて学ばせていただきました。このよ

うな貴重な機会を与えてくださったことを非常に

感謝しております。 
 

人間心理学科 3年生 小川 真世 

                            

 

 

2016年 10月 15日（土） 

【尚絅学院大学付属幼稚園でのチョコバナナ売り】 

 

尚絅幼稚園で行われたハッピーランドに、今年も

東日本大震災で被災された方と支援の皆様と一緒

に、チョコバナナ売りのお手伝いと、紙芝居など

を用いて脳の大切さを子どもたちに伝えさせてい

ただきました。演劇をやっていく中で、自分も改

めて脳の大切さを実感しました。また常に私達の

ことを気遣ってくれる住民さんの優しさ、パイロ

ットのメンバーさんの温かさに触れさせていただ

きました。全員が笑顔で終わることができました。 
 

人間心理学科 3年生 中村 大夢 
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2016年度 奈良アンカークラブ（奈良学園大学） 

活動報告 

 
【就任式・ 新メンバーが新たに役員に任命されました】 

 

 

 

奈良アンカークラブは昨年（平成 28年）4月に再開しました。メンバーは奈良学園大学（以前の奈良産業大

学）の学生達です。9月 18日（日）に新役員任命式を川原ガバナーをお迎えして「リーベル王寺」で開催し

ました。IBU 大阪アンカークラブの皆さんも就任式に参加してくださいました。 

 

【第 41回わたぼうし音楽祭でのボランティア活動】 

8月 7日（日） 

奈良のたんぽぽの家が主催する生涯のある人

達への芸術活動を支援する「わたぼうし音楽

祭」にアンカーメンバー6人がボランティア活

動のために参加しました。 

この音楽祭は今年で 41回を迎え現在では東南

アジア各地で開催されるようになりました。全

国から集まる障がい者に車いすを押したり、手

を貸したり物を運んだり等の活動でした。 

 

 

 

【チャリテイ-バザー】     【奈良パイロットクラブ例会に参加】 

              12月 3日（土） 

奈良パイロトクラブが主催する

チャリティーバザーに奈良アン

カークラブとして独自の売り場

を設け、石鹸や入浴剤、アクリ

ルたわしなどを販売しました。

寒い冬を温かく過ごしてほしい

という思いから入浴剤は片栗粉、

重曹、クエン酸を使って安全で

かわいい物をつくりました。学

生がハンドメイドで作った商品

はすべて売れ切り好評でした。 

 

 

 

 

 


