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今期は秋のワークショップを開催しない初年度となりました。    

ガバナーエレクトとしましては、現状を真剣に認識することに努め、 

常に会員の気持ちを考えながら、更なる日本ディストリクトの発展を

念頭において過ごして参りたいと存じます。微力でございますが頑張

ります。皆様のご協力の程よろしくお願い致します。 

  ガバナーエレクト 檜山博子（三原 PC） 

 

今期書記として、ＤＡＣと各クラブの連絡役をさせていただきます。 

迅速で正確な発信が出来るように努めて参りたいと思います。 

クラブＩＴ担当の皆様におかれましては、クラブ会員への伝達と 

マメなメールチェックをよろしくお願い申し上げます。  

書記 末吉真由美（さつまＰＣ） 

 

会員の皆様からお預かりする会費や日々の活動による大切な資金 

源を、ディストリクトの運営に活かすことが DAC に課せられた大きな責任で

有ることを胸に刻み、全国のみなさまとの交流や楽しい笑顔に力を   

頂いて、プラス思考で前進して参りたいと思います。この一年間会計   

としてのお役を務めさせて頂きます。どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

会計 田原敏子（広島 PC） 

 

 

 

 

 

 

 

 

パイロットの使命は、地域に密着した奉仕活動を通じて 

 互いに高め合い 地域社会に貢献することです。 

   武川ガバナーをヘッドに頑張ってまいります。 

   皆様のご協力をよろしくお願い致します。 

ルテナガバナー 佐藤万里子（仙台 PC） 
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 ガバナー 武川　路代(奈良）

〒631-0806
奈良市朱雀5-1-1-43-108
TEL/FAX：0742-72-4324
携　　　帯：090-4565-7712
ｅ－ｍａｉｌ  ：michiyo3@m01.fitcall.net

 ガバナーエレクト　檜山　博子（三原）  ルテナガバナー　佐藤　万里子（仙台）
〒723-0052 〒981-0912
三原市皆実4-7-6　TKC桧山税理士事務所 仙台市青葉区堤町3-25-28
T E L ： 0848-63-6405 T E L ： 022-271-3938
F A X : 0848-63-6498 F A X : 022-276-5380
携　帯： 090-7372-3577 携　帯： 090-4883-5588
ｅ-ｍａｉｌ： hiroko-hiyama@tkcnf.or.jp ｅ-ｍａｉｌ： mariko_satoh@fujiwaraya.co.jp

 書記 末吉　真由美（さつま）  会計 田原　敏子（広島）

〒890-0034 〒731-122
鹿児島市田上6-28-26　㈱末吉建築事務所 広島市安佐南区中筋4-12-12-206
T E L ： 099-251-7272 TEL/FAX：082-879-2065
F A X : 099-2521-7267 携　帯： 080-2908-7736
携　帯： 090-9593-5892 ｅ-ｍａｉｌ： toshiko@quartz.ocn.ne.jp

ｅ-ｍａｉｌ： mayumichan@po2.synapse.ne.jp



2014―15年度 ディストリクトチーム 

1年間 よろしくお願いいたします♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

クラブ訪問予定表 

 

 

 

 

 

ﾊﾟｰﾀﾒﾝﾀﾘｱﾝ 土岐　正子（奈良） 戦略策定委員会委員 石橋　正利（APOLLO東京）

ﾁｬﾌﾟﾚﾝ 森　恵子（大阪） 同　委員 小松恵理子（鹿児島）

会計監査 古川　節子（福岡） 同　委員 杉村　良子（奈良）

会計監査 小林　和夫（富山） 同　委員 中島　恵子（桜東京）

第93回ＰＩＣ参加者委員会委員長 森主　真弓（さつま） 同　委員 新田　八郎（富山）

同　副委員長 鳥井　晴弥（秋田） 寄附口座担当 末吉真由美（さつま）

第25回DC委員会委員長 小松恵理子（鹿児島） 口座引落担当 松川　英子（大阪）

同　副委員長 森屋　靖子（鹿児島） 名簿管理担当 小笠原直美（盛岡）

同　副委員長 有村　悦子（鹿児島） マニュアル担当 伊藤　恭子（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ東京）

PIFF レップ 那波 常（秋田） 『友情と奉仕』の精神で頑張ります。 

プロジェクト 阿部順子（盛岡） 

新たな出会いに恵まれるよう 

頑張りましょう。皆様ご協力を！ 

メンバーシップリーダー  

 大貫悦子（ウィング広島本郷） 

 

 

『楽しく資金調達』をモットーに！ 

資金調達 佐々木由紀子（東広島） 

メンバーシップメンバー 

 武城典子（APOLLO 東京） 

HP 活用を頑張ります！ 

広報・HP 担当  

小笠原直美（盛岡） 

委員会も 3 年目。 

委員 6 名で精一杯努めます。 

戦略策定委員会委員長 

有村悦子（鹿児島） 

新アンカークラブの設立に、全国の 

パイロットの皆様のご協力を！ 

アンカー 鎌田 滋子（東京） 

担当者 訪問クラブ

ガバナー　　　　　武川　路代 鹿児島・コザ・熊本・熊本南・沖縄・大阪・佐賀・桜東京・さつま

ガバナーエレクト　檜山　博子 びわこ・八王子東京・東広島・むさしの・にいがた

ルテナガバナー　佐藤　万里子 福島・広島・一関・盛岡・牟礼香川・ウィング広島本郷

　日程は現段階では未定です。今後、各クラブと調整させていただきます。



               

２０１４‐１５年度の主な行事 

 

【第９３回 PI コンベンション＆ 

リーダーシップカンファレンス】（ご報告） 

 

７月２日～６日 イリノイ州シカゴ・シェラトンシカゴホテル

＆タワーズで開催されました。日本からの参加者は２２名

（会員 20 名 アンカー2 名）と少数でしたが、チームワーク

よくスムーズに行動してまいりました。  

★ワークショップでは、Pick me Ups の活動で広島 PC  

河田会員による 

介護支援の実例が発表されました。 

 

❤おめでとうございます❤ 

PIC にて、広島パイロットクラブ河田和子会員が個人栄誉賞(*)

を、広島パイロットクラブがシルバー賞(*)を受賞されまし

た！ 

 

＊個人栄誉賞は個人に与えられる最高位の賞です。パイロットインターナショナルで２人目の受賞と  

なります。シルバー賞は、クラブの会員数に応じてクラス分けされた中での最高賞です。今年は   

広島パイロットクラブが唯一の受賞クラブでした。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

【2014-15 研修会】 

（東京） 日程：２０１４年９月６日（土）11：30～16：30  場所：東京アットビジネスセンター東京駅  

（大阪） 日程：２０１４年９月７日（日）11：00～16：00  場所：新大阪丸ビル 新館 

【‘2014’パイロットウォーク】 

日程：２０１４年１０月５日（日）           場所：全国各地 雨天決行   

【第２５回ディストリクトコンベンション】 

日程：２０１５年４月１０日（金）～１２日（日）   場所：鹿児島市 城山観光ホテル 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

パイロットの HP、見ていますか？ディストリクトの行事予定や必要書類は

随時更新していますよ♪会員専用頁のパスワードは pilot2012です。 

新しい期が始まっていますから、自クラブの HP も更新してくださいね。 

また、新たに HPを作りたい！というクラブは、お気軽にご相談ください♪ 

            広報・HP担当 小笠原直美（盛岡 PC） 

 



2014―15年度 各クラブ行事のご案内 

 
クラブ名 開催日 全国のクラブにお知らせしたい主な行事内容

秋田 　9月20日（土） 秋のチャリティゴルフコンペ

　5月 春のチャリティゴルフコンペ

ＡＰＯＬＬＯ東京 11月30日（日） 手をつなぐ親の会チャリティバザー

　5月30日（土） 5周年イベント

びわこ チャリティコンサート

ダイヤモンド東京 　9月　4日（木） フレンドリー東京（在京5PC共済）　映画試写会＆バザー

10月　4日（土） 秋のチャリティ公演会（霞が関プラザホール）

　4月 第２２周年記念チャリティ公演会

福岡 チャリティダンスパーティ

福島 　8月24日（日） チャリティバザー（郡山）

　5月12日（火） チャリティゴルフ大会

八王子東京 10月12日（日） 視覚障がい者総合福祉施設　東京光の家バザー手伝い

10月29日（水） ブレインマインダーズ活動　高尾保育園ヘルメット・ぬりえ寄贈

11月15日（土） 第35回八王子いちょう祭り参加・チャリティバザー開催

11月16日（土） 　〃　　　支援先の作品展示・販売応援・支援先演奏補助

東広島 11月16日（土） 寺西地域センター文化祭参加

　4月中旬 酒蔵チャリティコンサート開催

東松山 　8月 市内保育所5か所へ、ヘルメット100個寄贈

　9月　5日（金） ブレインマインダーズ上演

11月　2日（日） 第17回チャリティバザー

広島 　2月 第11回チャリティ映画所上映会

　5月 トーク＆コンサート

一関 障がいのある子供達との芋煮会・クリスマス会

鹿児島 11月30日（日） チャリティパーティ

金沢 9月25日～28日 第7回パイロット美術展

12月　9日（火） クリスマスチャリティコンサート

神戸 11月17日（金） チャリティゴルフコンペ

12月　7日（日） チャリティバザー

　3月14日（土） 講演会「介護の体験談」

コザ 12月　 第24回年末チャリティパーティ

　4月中旬 第8回チャリティゴルフ大会

熊本 12月　6日（土） 第10回チャリティーダンスパーティー

1月27日～2月1日 しんか展

　3月又は4月 チャリティー　江津湖の屋形舟下り

熊本南 　9月27日（土） チャリティゴルフコンペ

三原 11月30日（日） 20周年記念事業

2月7日～8日 神明祭チャリティバザー

盛岡 　9月18日（木） チャリティゴルフ大会（南部富士カントリークラブ)

12月20日（土） 第７回チャリティ演奏会（盛岡白百合学園高等学校吹奏楽部）

　5月 チャリティ事業

牟礼香川 11月8日～12日 第9回しんか展(知的障がい者全国公募絵画展)香川会場展

3月(日時未定) 第12回チャリティゴルフ大会　（高松グランドカントリー）

むさしの 10月25日・26日 深谷市福祉健康まつりにてバザー

11月15日～17日 第9回心の輪を広げる深谷市障害者文化作品展（深谷市共催）

11月26日（水） チャリティディナーパーティ「菅原洋一　愛をうたう」

12月25日（木） ディスレクシア（識字障害）講演会　講師　藤堂栄子先生

奈良 10月19日（日） 設立30周年記念式典・祝宴

12月13日（土） チャリティバザー

　5月21日（木） チャリティゴルフコンペ　（奈良若草カントリークラブ）

２１東京 10月26日（土） 中央区健康福祉まつり（障がい者高年齢者とともに）

　5月16日（土） チャリティイベント（日本橋劇場）

沖縄 11月26日（水） 設立30周年事業市原悦子講演会

　2月20日（金） 設立30周年記念式典

尾道 11月18日（火） サンホーム祭りお茶会

11月１2日～24日 しんか展展示

　4月下旬 尾道みなと祭り協賛お茶会

大阪 12月　4日（木） チャリティランチョンコンサート

佐賀 １１月 バルーン係留飛行

　３月 チャリティゴルフ

　３月 ヘルメット寄贈

桜東京 11月30日（日） チャリティ講演会「自己表現力アップのために」（仮題）

　5月19日（火） 30周年記念事業「講演会＆祝賀会」（目黒雅叙園）
さつま 　1月 たんかん　ふるさと宅急便

　5月24日（日） 第22回チャリティパーティ

仙台 　３月20日（金） 第27回チャリティパーティ　パイロットの夕べ

高崎 　9月28日（日） 高崎アンカークラブ　10周年記念式典

　6月10日（水） サマーコンサート

東京 　9月28日（日） アイメイト・チャリティコンサート

ウイング広島本郷 10月18～19日 ほんごう商工まつり


