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アンカーは違いを創造する！ 

若者がアンカークラブに興味を持ち参加したいと思うのは、奉仕と他者への思いやりがこの

世界をより良い場所にすると感じているからです。アンカークラブはホームレスの人たちに

食事を与え、衣服を提供し、老人ホームの窓辺に花を植えることも、特別支援学級の生徒を

教え、脳関連障がいの治療研究を支援することもできます。力を合わせて活発に活動する若

者のチームの一員として、アンカーはコミュニティに変革を与えるべく世界中で奉仕活動を

しています。 

 

あなたの技能と才能を必要としている人々に与えることは、あなたの学校やコミュニティの

結束を強めることでしょう。学校やコミュニティで生活し働いている人たちへの思いやりと

献身があってこそ、はじめてものごとは機能するのです。 

 

なぜ私がアンカークラブに？ 

アンカープログラムによって会員に与えられる奉仕とリーダーシップの経験は、大学生にな

った時にきっと役に立つはずです。大切なこと．．．それはアンカープログラムで友情をはぐ

くむということは、満足できるだけでなく楽しいということ！アンカークラブ会員とパイロ

ットクラブ会員は、Do More, Care More, and Be More!のために一緒に活動します。 

 

・ アンカー会員はリーダーシップの役割と活動に関して比類ない機会を得て、貴重な指導  

力の訓練の場が得られる。 

・ 会員は、地域及び全国のパートナーと共催することで、他者への思いやりを実践する奉

仕の機会をたくさん得られる。 

・ 会員はアンカー活動のすべてを実行し分かち合い参加することを通じて、真実の道を発

見発展させる。 

 

パイロットクラブ及びアンカークラブの歴史 

パイロットインターナショナル（PI）は 1921 年に「友情と奉仕」の指針にのっとり設立され                             

ました。以来、パイロットクラブはこの素晴らしい組織に若者を巻き込みながら、膨大な奉

仕活動を行ってきました。 

フロリダ州のゲインスヴィルパイロットクラブが最初の若者クラブを設立しました。以来、

初期の若者クラブは順調にフロリダ、ジョージア、ノースカロライナ及びテネシー－ヴァー
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ジニアディストリクト内に設立されました。これらのクラブはスポンサーパイロットクラブ

を身近な手本として組織されました。初期のクラブはパイロットティーンクラブ、パイロッ

ティヤーズ、小さな舵輪、アンカークラブなどと様々に名乗っていました。 

 

アンカークラブは元々ノースカロライナ州モルガントンの若者クラブの名称でした。この名

称が 1952 年のパイロットインターナショナルコンベンションにおいて、若者活動部の正式

名称として承認され、大きな一歩を踏み出しました。そう、アンカークラブが誕生したので

す。 

 

アンカークラブには色々な形があります。クラブにより、高校、中学、場合によっては小学

校内にも創られていますし、コミュニティを基盤としたクラブもあります。すべてのアンカ

ーが共有している大切な価値観があります。それは違いを創造したいから奉仕をする、とい

う価値観です。 

アンカークラブのスポンサーには、パイロットクラブ、パイロット会員個人、ディストリク

トあるいはパイロットインターナショナル評議会（ＥＣ）のいずれでもなれます。アンカー

クラブは多世代一緒の奉仕活動と友情の機会を享受します。パイロットインターナショナル

は全国規模のプロジェクトを通じてアンカー会員に活動機会を与えるとともに、活動方針や

スカラシップも授けます。アンカーリーダーシップサミットは、毎年夏、パイロットインタ

ーナショナルコンベンションと同時に開催されます。いくつかの指名されたアンカーディス

トリクトとそこに所属するアンカークラブの会員は、ディストリクトコンベンションに参加

することができます。そこでは、ワークショップ、講演会、各種の活動を通して指導力が養

われます。 
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アンカークラブのはじめかた 

新アンカークラブ設立のステップ 

・ アンカークラブ設立の申請書を PI 本部のアンカー担当に提出し、写しをディストリクト

ガバナー、ディストリクトアンカーコーディネーター及びディストリクトＥＣＲ*に送る。 

・ 最低 10 名の設立メンバーを必要とする。これはアンカーバイローズ第 3 条第１項にク

ラブ設立の要件として記載されているとおりである。 

・ スポンサーであるパイロットクラブ、パイロット会員あるいはパイロットディストリク

トの名前と連絡先を書く 

・ 新アンカークラブの希望する名称を提案する 

・ アンカークラブアドバイザーの名前と連絡先及び学校内の設立ならば学校の連絡先（住

所と電話番号）を書く          

・ 設立予定日（認証式開催日）を必ず提案する 

・ 重要：入会費、年会費及び設立費のすべては、設立の前までに PI 本部のアンカー担当に

払い込まれていなくてはならない。正式な設立許可書と会員資格証がアンカー担当から

郵送される。この際、設立歓迎資料も一緒に郵送される。 

・ アンカークラブの設立許可証は、アンカー担当に予め通知されている連絡先に大型封筒    

にて送られる。これをもって望むとおりに新クラブをスタートできる。 

注 以下の書式がアンカーインターナショナルのホームページから取得できる。 

 新アンカークラブ設立の申請書 

 アンカー会員登録用紙 

 認証式の例 

 アンカーバイローズ 

 アンカークラブマニュアル 

 

新クラブ設立許可証を受け取れば、家族、友人、アドバイザーやスポンサーと共に、食べ物

と喜びに満ちた認証式を執り行うこととなります。認証式は、これからアンカーとして過ご

す素晴らしい日々への祝福と興奮に包まれる、特別なひと時です。 

 

 

 

 

 

日本語版編者註： 

＊ＥＣＲ＝Executive Committee Representative  
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新アンカークラブ設立希望届 

 

個人名                      または                 パイロットクラブ 

 

アンカークラブ設立予定地域                                       

 

アンカークラブの名称案                                          

 

認証予定日                   

 

この届けを書いた者の署名                   

 

その所属するパイロットクラブ名                   

 

郵送先住所                                                        

 

県名および郵便番号                   

 

昼間連絡の取れる電話番号                  携帯電話番号                   

 

日付                   

 

送付先 

Pilot International-Anchor Department 

102Preston Court 

Macon, GA 31210 

電話：478-477-1208（内線）305 

メール：susan@pilothq.org 

本部使用欄 

認証日                              認証番号 
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アンカーアドバイザー 

アンカーアドバイザーはアンカークラブが成功するために不可欠です。いずれのアンカーク

ラブも指導を授ける最低 1名の成人アドバイザーを置かなければなりません。アドバイザー

はパイロット会員＊あるいは学校が雇用する職員＊＊とします。 

アドバイザーは若者のリーダーシップ養成活動に、熱心かつ純粋な興味を持つ人物である必

要があります。 

 

日本語版編者註： 

＊アンカークラブバイローズにて、パイロットアドバイザーと呼ばれています 

＊＊アンカークラブバイローズにて、ファカルティアドバイザーと呼ばれています。 

アドバイザーの活動の場 

・ 若者が他者への奉仕を目指す際の助言者となる。 

 

・ アンカーそれぞれのリーダーシップ成長において一翼を担う。 

・ やりがいのある奉仕プロジェクトと資金調達を通じてクラブを指導する。 

アドバイザーの責務 

・ アドバイザーとして尽力し、若者がクラブ内でより多くの挑戦を通じてリーダーシッ

プを発達させるように導き、教え、促す。 

 

・ やりがいのあるプロジェクトや義務的な国家奉仕＊を通じてクラブを指導するととも

に、ディストリクト（該当する場合）及びパイロットインターナショナルへの債務を

滞りなく果たすよう留意する。 

     クラブあるいは会員個人が、クラブあるいは会員個人向けの個別の奉仕活動、奨学金、

助成金及び賞に積極的に応募、参加するよう促す。私たちの国際パートナーを通じた

ものに関しても同様である。 

 

 ・ すべてのアンカー活動に自身が参加するか、もしくは権限を委任した成人が参加する     

こと。 

 

・  アンカークラブとスポンサークラブの間の連絡調整役を務める。 

 

＊日本語版編者註：required national service 主に軍関係奉仕のこと。   
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 ・ 年度初めの早い段階で、クラブの活動計画作成に助力する。その際は以下のことを

 確認すること。 

 

▪ その活動が、やりがいがあり挑戦的である。例えば、アンカー／パイロッ                

トが焦点としているプロジェクト、市民問題、安全保安関連など。アンカーが創

造的であることを鼓舞すること。 

 

  ▪ アンカー活動が、安全と保安のポリシーに合致し、所属の学校あるいはコミュニ    

   ティ、パイロットクラブ等から承認を得ていること。 

 

 ▪ 学校、コミュニティ及びスポンサーと協調した活動をしていること。 

 

  ▪ 委員会が計画した活動は、実行に移す前にアドバイザーの了解を得ていること。              

 

▪ 書記及び会計が記録を保全するよう促す。会計報告は、会員の会費／入会費が適

切であることを確認の上、11 月 1 日までにパイロット本部に送付されること。 

 

▪ 役員会と共に年間予算を立案し、アンカーが予算以内で運営されるよう助力する。 

 

▪ 会議の前に、クラブ会長といっしょに議事進行表をチェックし、役員会及びビジ

ネスミーティングが審議手続きに合致していることを確認する。 

 

▪ 会員が会員名簿／年報を取りまとめるのを支援する。 

 

▪ 年間を通して、クラブのリーダーがパイロット及びアンカークラブ会員の両方 

に、イベント開催日が近づいたことを知らせるよう促す。ニュースレターなど。 

 

▪ 各会員の貢献度が良いバランスを保つよう支援することにより、学生が卒業す 

る年度末を迎えても、残された会員によって次年度のアンカープロジェクトやク

ラブ活動が支障なく継続できるようにする。次期会長は翌期に会長になるのであ

るから、会長職のトレーニング期間と捉えること。 
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アンカークラブ役員の選出及び役員の責務はアンカーバイローズに掲載されている。（アン

カーバイローズはこのアンカークラブハンドブックに掲載されている。） 

・ クラブ役員の選挙活動は校則が禁じていないのであればやってもよい。アンカーディス

トリクトがある場合、ディストリクト役員に対するキャンペーン活動はディストリクト

アンカーコーディネーターの許可を必要とする。 

・ アンカー役員の就任式のなかで、奉仕活動やアンカークラブまたはアンカーディストリ

クトが目標として掲げる活動を行うというのも良い考えである。 

 

スポンサーを持つことの利点 

・ 友情と奉仕の機会が増える。 

 

 ・ 奉仕プロジェクトや資金調達を含めた活動を共同で開催することで、多くの人手が得 

 られる。 

 

・ 地域社会で活発に活動しているクラブと密接に協働することを通じて、存在感が増す。 

 

・ 活発な奉仕活動を通してリーダーシップを発揮することにより、潜在能力を引き出す 

機会を得られる。 

 

・ パイロットクラブがスポンサーであれば、PIFF助成金プログラムや脳の安全、健康と  

 介護に特化したパイロットとアンカー活動に関する情報を得ることができる。 

 

・ 他者と共同で作業する機会や、スポンサーから指導を受ける機会に恵まれる。  

 

スポンサーの責務 

・ アンカークラブとそのアドバイザーに対して協力的であること。さらに、スポンサー 

が個人ではでなくグループである場合には、見識が深く熱心な人物を世話役として指名

すること。 

 

・ 資金調達によって、アンカー活動やプロジェクトに対して予定通りの資金援助を行う。 

 

・ アンカークラブに対する日ごろの指導と働きに感謝して、アンカーアドバイザーに年

 一回謝金を渡すことを考慮する。 
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 ・ 友情の精神を維持する。胸襟を開いた対話と定期的な交流を保つ。アンカークラブ

 の活動状況を把握する。 

  

 ・ 地域、地区、国家組織からの義務的要望に応じて、地域的、国家的なリーダーシ

 ップ養成に協力する。 

  

  ・ アンカーを巻き込んだ共同活動を立案・支援し、必要な際にはアンカー会員たちの

資金援助をする。 

  

 ・ スポンサーがパイロットクラブであるならば、年間を通じてアンカークラブの会員 

 をクラブの例会に招き、またクラブ会員もアンカークラブの例会に出席することを

 奨励する。こうすれば全会員が互いに親しみを持てる。 

  

 ・ 求められれば何時でも相談にのれる準備をしておく。アンカークラブの表彰、奉仕

 達成に前向きであること。 
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クラブが目標を達成するためには、創造的な環境が必要です。創造的な環境を構築すること

により、クラブ活動を通じてアンカーの真実の価値を生きる道が、すべての会員に開かれ

ます。クラブ役員及びアドバイザーがこれを実現させる方法を以下に挙げましょう。 

 

パイロット及びアンカーインターナショナル－私たちの共有する焦点 A, B, C 

A: アンカーと若者の成長 

Do More, Care More, Be More.私たちの求めるすべてのパートナーシップ、私たちがアンカー

に対して立案するすべてのこと、これらの背景にはこの主導原理が存在します。「世界の水

先案内人」の名のごとく、パイロットの「若者の成長とリーダーシップ養成」への取り組み

は、６つの特別で価値ある資質と特性をこれらの若者の中に浸透させ、彼らが日々の生活の

中で「DO MORE, CARE MORE, BE MORE」を実践できることを目指しています。 

 

Altruism, Noble Purpose, Citizenship, Honor, Open-Mindedness, Responsibility＊ 

（利他主義 高潔な目標、市民としてふさわしい態度、自尊心、寛容、責任遂行能力） 

 

＊日本語版編者註：頭文字を合われると ANCHOR になります。 

Ｂ：脳の安全と健康への取り組み 

パイロットインターナショナルの奉仕活動の焦点である脳の安全と健康の目的は、脳                              

障がいへの認知度向上と、教育・ボランティア・財政的支援・研究を通じて脳障がいに苦し

んでいる人々の生活を改善させることにあります。アンカークラブ及びアンカーディストリ

クトは、学校や地域のニーズに合わせて、脳の安全とケガの予防に関するプロジェクトに取

り組まなければなりません。これによってパイロットとアンカークラブはより一層強いアイ

デンティティを持つことができ、パイロットとアンカーの絆が更に強化されることでしょう。 

アンカーの脳関連障がい、脳の安全と脳の健康関連のプロジェクトは以下に示す６つの大ま

かな分類のいずれか一つを対象とします。 

 ・ 外傷性脳損傷 TBI（自動車、バイク、スポーツ事故などによる頭部のケガによる外傷

性の脳障がい） 

 ・ 発達障がい（学習障がい、知的障がいなど） 

               

・ 薬物依存症（アルコール、薬物関連疾患など） 

               

・ 認知症を引き起こす疾病（アルツハイマー病、パーキンソン病など） 
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・ 精神及び感情障がい（鬱、統合失調症など） 

               

・ その他の脳障がい（脳腫瘍、神経筋疾患、脳卒中など）    

              

アンカープロジェクトへの提言 

 ・ 特別支援教育の子供の良き助言者－先生、お兄さん／お姉さん、秘密の友達となる。 

 ・ BrainMindersTM プログラムの上演。道具をお求めの場合はお近くのパイロット 

  クラブにお問い合わせください。パイロットは、子供から高齢者まで、異なる年齢

  層に適した BrainMindersTM の脚本を用意しています。 

                    

 ・ 頭損傷を負った人、もしくは自助グループの、家族への支援                

 

 ・ 学校での安全教育パーティのプログラムの開発 

  

 ・ 胎児性アルコール症候群の赤ちゃんを治療している病院への乳幼児用ガウンや毛布

の提供   

              

 ・ ヘルメット着用安全教育の実施 

  

 ・ 10代の鬱／自殺への考えについて学生へのインタビューを行い、学校新聞を発行す

る。 

 

 ・ 脳関連障がいを負ったことがある著名人を招き、学校で話をしてもらう。（お願いす

ると意外と引き受けていただけるかもしれませんよ！） 

  

 ・ 脳関連障がいのひとつにスポットを当てた「気づき週間」を設ける。学校の周囲に

ポスターを掲げる、学生にラジオでインタビューする、新聞に発表するなど。 

  

 ・ 自殺をした 10代の子供の家族を支援する方法をいくつか提案する。実行する場合

は、少なくとも満一年は続けられるよう、様々な手段を用意すること。 

  

 ・ 健康フェアで、「脳関連障がいへのアンカーの効果的な取り組み」といった展示を設

営する。 
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 ・ 校内調査を実施して、学生に「これまでにドラッグを購入しようとしたことがある

か」、「週末にはどれだけの量の酒を飲むか」といったアルコール問題に関する質問

をする。 

 

 ・ 上記調査は無記名を守り、結果は学生自治委員会と共有する。 

 ・ 脳の安全について、ポスターコンテストを実施する。学生は先に記した 6種の分類

のいずれかを選択する。最も独特で啓発的な作品を優勝とする。 

BrainMinderTM のような優れた脳関連障がいの奉仕プロジェクトは、アンカークラブの認知

度を向上させ、よい会員を引き寄せることになります。アンカーの皆さん、「奉仕と言いえ

ばアンカークラブ」と学校やコミュニティから認識されるクラブになってください！ 

 

C: 困難な状況にいる家族を支援する 

Pick Me Upｓ－介護している人々への親切な行為 

Pick Me Up の贈り物に大きさは関係ありません。どのような Pick Me Upsの贈り物 を配る

かはクラブで決めましょう。あなた方が Picke Me Upsを行う際に心にとめるべき大切なこ

とは、介護者に近しい人（家族あるいは友人が望ましい）に倣うということです。クラブの

規模にかかわらず、Pick Me Upsは受け手の必要や興味に沿ったものでなければなりません。

良いお手本は Pick Me Upの受け手に対してできることを教えてくれます。クラブの資源を

心にとめておくことも、どのような Pick Me Upが受け手に一番合っているかを決める際に

役に立つことでしょう。 

 

国際思いやりと親切週間 

困難な状況にいる家族に対して心を寄せていることの証として、パイロットインターナショ

ナルは１１月第２週を「国際思いやりと親切週間」と制定しました。 

 

 ・ パイロット及びアンカークラブは、様々な宣伝媒体を配布することで「国際思いやり 

  と親切週間」の認知度の向上を図り、コミュニティを「思いやりと親切」の取り組み

に  巻き込む。 

 

・ パイロット及びアンカークラブは年間を通して、Pick Me Upｓ運動に参加するよう奨

 励されるが、なかでも、「国際思いやりと親切週間」における Picks Me Ups のプログ

ラ ムと宣伝活動は特に強調されるべき取り組みである。 
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アンカー表彰及び奨学金 

アンカー及びアンカークラブは毎年幾つかの表彰に応募できます。これらの表彰は表彰委員

会で審査され、結果はアンカーサミット年度会議で発表されます。アンカー表彰応募用紙は

アンカーインターナショナルのホームページから取得できます。 

夢実現 応援構想－ アンカー助成金、奨学金及びインターンシップ！ 

パイロットインターナショナルは私たち自身の未来を確かなものとするために、アンカーの

将来へ投資することに情熱を注いでいます。 

「夢実現 応援構想」を通じて、アンカークラブを持たないパイロットクラブや地域内にア

ンカーがないパイロットクラブも、他の地域のアンカーのための資金調達活動に参加する機

会を得られます。資金は「夢実現 応援構想 Dreams Ahead Initiative」のためと明記して

パイロットインターナショナル事務局に送ってください。 

現在、アンカークラブ及びその会員は、色々な奉仕、リーダーシップ及び表彰プログラムを

通じて「夢実現 応援構想」に参加することが可能です。以下に示すアンカープログラムの

概要とその応募用紙のオリジナルは、ホームぺージのアンカーリソース＊から入手できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊日本語版編者註： ホームページ http://www.anchorclubintl.org/の画面右上にある sources をクリックします 

  

http://www.anchorclubintl.org/
http://www.anchorclubintl.org/
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アンカー表彰 

以下に示す表彰は毎年アンカーサミットにて授与される 

 

 

 

 

 

賞の名前 報酬
エントリーの締め

切り（PI本部到着）
受賞者発表日

アンカークラブ年度賞
（会員数４１人以上）

アンカークラブ年度賞
（会員数４０名以下）

コンベンション登録料１名分無料
＄５００までの旅費補助

優秀アンカーアドバイザー年度賞 賞金＄１５０
第２位

優秀アンカーアドバイザー年度賞 賞金＄１００
第３位

PIアンカー功績奨学金（２名） 4月15日 6月1日

アンカークラブスター賞 認定証 4月15日 6月1日

アンカー支援パイロット賞 賞金＄１００ 4月15日 6月1日

アンカー地域奉仕および知名度向上賞 会員数41名以上
ブレインマインダーズ 1位　賞金＄１００

2位　賞金＄７５
3位　賞金＄５０
会員数40名以下

1位　賞金＄１００
2位　賞金＄７５
3位　賞金＄５０

金額はいろいろ（ただし$500～
$1,000）

4月15日 6月1日

4月15日 6月1日

優秀アンカーアドバイザー年度賞 4月15日 6月1日

4月15日 6月1日

サミット登録料１名分無料 4月15日 6月1日

サミット登録料１名分無料 4月15日 6月1日
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表彰つづき 

 

 

 

以下に示す表彰は年間を通じて与えられる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊日本語版編者註：Project Lifesaver とは PI と協力関係にある NPO 法人です 

  詳しくは https://projectlifesaver.org/をご覧ください 

アンカー地域奉仕および知名度向上賞 会員数41名以上
Pick Me Ups 1位　賞金＄１００

2位　賞金＄７５
3位　賞金＄５０
会員数40名以下

1位　賞金＄１００
2位　賞金＄７５
3位　賞金＄５０

Project　Lifesaver 大学奨学金＄５００ 4月15日 6月1日

4月15日 6月1日

1ディストリクトにつき
1年に1回のみ＄５００

時期不定 時期不定
フリーダム財団、アンカーリーダー
シップサミット、ケアカンファレン
スなどから与えられるディストリク

ト助成金
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クラブの運営 

会費 

パイロットインターナショナル年会費及び保険料を支払うことで、会員は国家的奉仕及びリ

ーダーシップ発揮の最高の機会を得ることができます。金額は毎年 7月に開催されるインタ

ーナショナルコンベンションで決定され、アンカーニュースレター及び電子媒体で周知され

ます。金額に関してインターナショナル本部のアンカー担当部に問い合わせることもできま

す。会費／入会費は毎年 11 月 1 日までにパイロットインターナショナル本部に支払いまし

ょ う 。 送 金 に 際 し て は 会 計 報 告 を 添 付 し ま す 。 報 告 用 紙 は ホ ー ム ペ ー ジ

www.anchorclubintl.org に載っています。 

 

アンカーディストリクト会費が課せられるアンカークラブもあります。その場合、金額は指

定されたディストリクトで決定され、管理されます。必要であれば各アンカークラブはアン

カー会費に関して、当該ディストリクトと協議します。アンカークラブがアンカーディスト

リクト会費も徴収する場合は、会員に徴収方法を確実に周知してください。 

アンカークラブが財政的に成功するためのヒント 

財政的支援と、クラブを維持するための資金の調達方法は、どのクラブにとっても一番頭が

痛い問題です。明らかに資金調達活動をするのが一番の近道であり、資金調達の方法は、パ

ン販売や洗車など簡単なものから、屋外料理／ディナー、ダンスパーティーやお祭りの主催

まで様々なタイプがあります。ほかにもクラブの資金調達の方法として以下のようなアイデ

アがあります。 

  

 ・ スポンサーパイロットクラブによる支援に目を向ける。パイロットクラブはアンカー

クラブ基金に力を貸してくれる資力を持ち合わせているかもしれないし、資金調達活

動を共催することで、より多くの資金を集めることができるかもしれない。 

  

 ・ 地域の会社、特に家族経営の会社にクラブのプロジェクトへの寄付を頼んでみる。 

 

 ・ 資金調達やイベント開催に当たって、地域の会社に紙製品など必要な物品を寄付して

 もらい、お返しにイベントののなかで会社の宣伝を行う。 

 

 ・ 自分たちの地域の中で、自分たちと同じ目的でイベントを開催している他のクラブや

組織に目を向ける。協力によってより大きくより良いアイディアが得られ、同じ目的

を持つより多くの人に協力が広がる可能性が期待できる。 

 

http://www.anchorclubintl.org/
http://www.anchorclubintl.org/
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 ・ 地元のラジオ、テレビ、新聞および雑誌を利用してクラブのイベントを広く知らせる。 

慈善目的の資金調達であれば、多くの場合、メディアはイベントを宣伝してくれる。 

  

 ・ コミュニティと一緒に開催するイベント、例えば、バイクの安全、ドラッグ防止、幼

児虐待防止などのイベントに際しては、地元警察の協力を求める。地元警察は喜んで

支援してくれるだけでなくイベント開催に協力してくれる可能性もある。 

 

・ 最大のヒントは単純なもの。それは「結果を恐れずお願いしてごらんなさい」という

こと。ＮＯと言われるかもしれないけども、聞いてみなければわかりませんよね！ 

 

 

クラブの予算 

クラブの予算は一年間の道標ですが、それ以上のものではないことを忘れてはなりません。 

一旦予算が議決されたなら、年度を通して、できる限りそれに沿ってクラブを運営します。

しかし、年度途中で変更が余儀ない事態になった場合は、状況に応じた予算の変更を議決す

ることができます。 

 

予算に書かれたすべての項目は年間を通して従うべき財政的義務です。最初に考えるべきこ

とは、会の収入の額とその源です。会員がクラブに納める会費、会員が支払うＴシャツの代

金、資金調達や寄付金が考えられます。クラブが入手するすべてのお金は、収入として列挙

しなければなりません。 

次にすべての支出―クラブ活動によって支払われるお金―を書きましょう。支払う会費、T

シャツの仕入れ、協会・団体への寄付、イベント開催の準備費用などがあげられます。それ

に加えて、イベントやプロジェクトを主宰する際に生じるありとあらゆる支出を考慮しなけ

ればいけません。 

予算の目指すところは、受け取る以上のお金を使わないように心がけることにより、収入が

支出と等しいかあるいはそれ以上になることです。とはいえ、これは自分たちの予算である

ということを常に念頭に置きさえすれば、収入を得た際は、支出においてどれだけ何に使う

か必ず調整しなければならないことに、当然気が付くはずです。 
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アンカークラブの予算例 

 
 

 

 

＊日本語版編者註： 

Crush Soda Grams とは、無記名のメッセージカードを添えた缶ジュース Crush Soda を買ったひとが届け先を指

定し、売主がそれを届けるというアメリカではポピュラーなイベント。もらった人は誰がくれたのかを知りたかった

らお金を払います。 

Valentine Kisses は、バレンタインデーにチョコを届けるサービス。キャンディーなどもポピュラーらしいです。  

収入の部
クラブ会費（１名あたり　〇〇円　✕○○人） ＄
パン販売 ＄
洗車 ＄
ディストリクトコンベンションでの資金調達 ＄
クラブTシャツによる資金調達 ＄
全校同窓会(homecoming)でのCrush  Soda Grams ＄
全校同窓会(homecoming)でのオーナメント ＄
ヴァレンタイン　キス ＄
お守り人形(spirit　doll) ＄
寄付金／後援 ＄

収入合計 ＄

支出の部
パイロット会費（１名あたり　〇〇円　✕○○人） ＄
ディストリクト会費（１名あたり　〇〇円　✕○○人）当てはまる場合のみ ＄
アンカーディストリクトコンベンション登録料　当てはまる場合のみ ＄
アンカーディストリクトコンベンション宿泊料　当てはまる場合のみ ＄
アンカーリーダーシップサミット登録料　・　料金 ＄

年間プロジェクト
先生への感謝をあらわす日 ＄
クリスマスパーティ ＄
安全プロジェクト ＄

すべてのプロジェクトにかかる費用を書きあげること

支出合計 ＄

収入は支出と同額であること。前年からの繰越金があってもよい。その場合は期首の残高に計上すること。
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信頼 ┃ 敬意 ┃ 献身 

相互の信頼、敬意、献身を確かなものするためには、リーダーがクラブの雰囲気を作らなけ

ればなりません。みんなに以下のことを感じているか聞いてみましょう。 

開放性 全会員は自分の感情に正直でいられるか？ 全会員は自分のアイディアを自由に

発表できると感じているか？ 

創造的なリーダーは以下によって成功する： 

 

 ・ クラブの目標は話し合いの末、多数決で決める。 

 ・ 会員みんなで資源を探す。 

 ・ 会員みんなで課題を解決する。 

 

 

以下の活動が信頼、敬意の念を深め、さらなる献身を促す。 

課題活動：これは誰が実行するかよりも、何がなされるかに主眼を置く。 

導入：ブレインストーミング＊によって目標を決める。 

情報の提供：関連した情報を提供して意見を交わす。 

情報探索：感じていることや意見を求める。 

深化：誤った理解を払拭する。 

改善：自分たちのやろうとしていることを、どのように、またなぜ行うのかについて新たな

観点から検討する。 

   

問題解決：問題がなにかを明確にし、問題解決の糸口を得る。 

 

 

 

＊日本語版編者註： ブレインストーミングとは、みんなで自由に意見を出し合う話し合いのことです。思い付き

でも何でもいいのでみんなで意見を出し、どんな意見に対しても批判をせず、また結論を急がない、という特徴

があります。意見を出し合ううちに、似たような意見が集約されて、目標が見えていきます。 
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関係性活動：これは何がなされるかよりも、誰がプロジェクトを実行するのかに焦点を当てる。 

 ・ 会員を巻き込む。 

 ・ 友情をはぐくみ、楽しい時間を持てるようにする。 

 ・ 会員の話に耳を傾け、正面から受け止める。 

 ・ 反応を精査して、派閥を作らせないようにする。 

 ・ 意見が食い違ったときは、和解を目指す。 

 ・ 対立を調和させ、解消する。 

アンカーはチームプレヤー！ 

クラブ活動の成否は、会員がチームで活動できるかどうかにかかっています。 

会員は共同作業を通じて経験を積み、クラブ全体で取り組むプログラムの一翼を担わなけれ

ばなりません。委員会活動をすることにより、会員は創造的なプロジェクトや資金調達とい

った自己表現の場があたえられます。 

 

会員はそれぞれ一つ以上の委員会に配属されるようにしましょう。配属先を決めるときには

以下のことに留意しましょう。 

  

・ どのチームも成功するよう、力が偏らないように配慮する 

 

・ 適材適所を心掛ける 

 

 ・ 会員はすすんで情報と意見を提供するよう奨励されなければならない 

   

 ・ 新しい友情を築き、派閥を作らせないようにする 

 

委員長は、委員会のメンバーが、活動内容の立案とともに実行にかかわるように仕向けま

しょう。各委員会の委員長は、ビジネスミーティングの席で、自分の委員会の計画を報告し

ましょう。 
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推奨される委員会 

委員会はそれぞれ異なる分野を受けもちますが、成功のためには委員会同士が互いに協力し

なければなりません。アンカークラブによって構成、規模や背景が異なるので、ここに示す

委員会を全て設けるとは限りません。クラブの必要に応じてどのような委員会を持つかを決

めましょう。献身と積極的参加を通して、全会員はアンカークラブというチームの一員にな

れるのです！強いチームワークが一層の成功に導きます。 

 

委員会の例と役割の見本 

 

1. 準 備 委 員 会 ： 新 会 員 勧 誘 会 を 企 画 準 備 し 、 友 好 的 な 雰 囲 気 を 作 る 。 開          

会前、必要な備品が全て揃っているかを確認し、閉会後は部屋が整頓されていることを

確認する。 

2. 奉仕プロジェクト委員会：クラブの奉仕プロジェクトを立案する。この委員会は全会員が

奉仕プロジェクトで共に活動できるように、行動基本計画を策定する。 

3. 資金調達委員会：資金調達活動の計画を立てる。この委員会は全会員が奉仕プロジェク

トで共に活動できるように、行動基本計画を策定する。 

4. プログラム委員会：各クラブ委員会の委員長で構成し、次期会長が議長を務める。プログ

ラム委員会は例会及び特別会合を設定する。プログラムのスケジュールを立案し、プロ

グラムの責任者を発表する。 

5. 表彰委員会：アンカークラブ年度賞及びディストリクト賞に向けて準備を行い、エント

リーする。優秀アンカーアドバイザー年度賞その他に関しても同様に行う。          

6. クラブ間親睦・交流委員会：クラブ間の交流と他クラブとのネットワークを計画・管理す

る。これは共同プロジェクトや親睦の深まりにつながる。              

7. キャリア委員会：職業指導を含む活動の計画と管理の責任を負う。例えば、グラウンドホ

ッグデイ（北米で行われる春の祭典訳者注）での Job Shadow Day（米国で行われる中学生、

高校生むけ職業体験プログラム訳者注）への参加など。詳しくは www.jobshadowday.com を

参照のこと。 

8. 出版委員会：クラブのイベントを宣伝し、知名度の向上を図り、資金調達と親睦向上の

成功を目指す。学校やコミュニティが、あなたたちが何者で何をやっているのかを知っ

ているということは、あなたたちの奉仕プログラムにとっても大切なことです。 

 

日本語版編者註：www.jobshadowday.com はリンクが存在しません（2019 年 2 月現在）。 

http://www.thetechcenter.org/などをご参照ください。 

http://www.jobshadowday.com/
http://www.jobshadowday.com/
http://www.jobshadowday.com%E3%81%AF%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%81%8C%E5%AD%98%E5%9C%A8%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%EF%BC%882019
http://www.jobshadowday.com%E3%81%AF%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%81%8C%E5%AD%98%E5%9C%A8%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%EF%BC%882019
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このページには、全委員会とクラブリーダーが利用できるヒントと手段が記述されています。 

 

一年を通して 

以下の方法でクラブの全活動を評価し、クラブ采配を改善する： 

  

・ 会員の活動時間及び労力を達成結果と対比してみる。 

 
 ・ ニュースレター「The Anchor」を読み、アイディアを投稿する。 

     

 ・ 知名度向上に注ぐ会員の時間、労力、才能を最大限に生かすよう、必要な変革を行う。 

 

スポンサークラブとともに行動し、以下を実現する。 

 

 ・ 両方のクラブの努力を結集して大きな奉仕プロジェクトにする。 

  
 ・ アンカークラブ年度賞へのエントリーの強化を図る。 

 

 ・ パイロットが焦点としているプロジェクトを企画し、PIFF 助成金への申請を確実な

 ものとする。 

 

代表者となるための階段 

以下にクラブのリーダーが会員の代表権を行使するためにとるべき道筋を示します。 

 

1． 代表任命の雰囲気づくり 自由に意見を交換することにより、会員の意見を尊重する姿

勢を示すとともに、会員の持っている情報を調査表により集める。 

 

2．目標の決定 アンカーバイローズをひもとき、過去の目標を見直し、アンカーアドバイ

ザーから情報を提供してもらい、表彰に関する情報に目を通す。新しいアイディアの取

入れに躊躇しないこと。 

 

3．会員をよく知る 会員と一緒に働き、クラブ年度の早い段階で楽しい会合を開いて、ブレ

インストーミングを行う。 

 

4．計画の展開 目標を達成するまでの過程を書き下ろす。この過程には会員を巻き込み、

自分たち独自のものを目指し、会員の才能が存分に発揮されるようにする。 
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5．期待の表明 期待していることを明白にするとともに、締め切りを示す。 

 

6．進行状況のチェック 会員の様子に気を配り、励ます。 

 

友好的なアンカークラブの会合を開催するためのコツ 

予め計画を立てましょう。アンカークラブ会合の進行表及び会合に提出する資料を、アンカ

ーアドバイザー及びクラブ役員に会合実施の数日前までに渡せるように準備しましょう。 

進行表にこだわり続けましょう。進行表に載っている項目がその後どうなったかを必ず話し

合いましょう。結果を知ることによって、解決策も見つけやすくなります。 

アンカークラブ会合はポイントを絞って時間を短くしましょう。各人の時間は大切です。長

い時間話し合うことがいい結果をもたらすとは限りません。 

すべての会員がアンカークラブにとって大切であることを伝えましょう。会合ではすべての

人が自分自身の意見を述べられるよう励ましましょう。会合の前には、積極的に意見を共有

するよう会員を促しましょう。 

アンカークラブの会合を開く部屋が“友好的な会合”に適していることを確認しましょう。

これはつまり何が議論されているかが全員に聞こえ、居心地がいい部屋ということです。椅

子をＵ字型に並べると、すべての顔が見られ、だれが何を話しているのかもわかるので、時々

やってみるといいでしょう。 

 

一番大切なこと．．．それはアンカークラブの会合を楽しむこと！ 
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例会進行表のサンプル 

 

 

  

 
 

開会宣言 会長
告知事項 次期会長
旗への宣誓 会計
点呼と議事録 書記

未了事業（例）

軍人、大学生、介護施設居住者へのバレンタインデイ活動報告の最新情報
３月２９日　午前９時から１１時　ディズマル湿地にて　「バイク集会と安全教室」

新事業（例）

４月１８－１９日　パイロット園芸セール
パイロットインターナショナルアンカークラブのための資金調達

学童保育（対象３歳から７歳）でのブレインマインダー発表 委員長
ブレインマインダー発表の練習

次回の例会　3月13日　16時より
次回例会までに行われるその他の行事
例会後　クラブメンバーによるゴールドスター賞の決定
閉会にあたって アンカーアドバイザー

閉会宣言

○○アンカークラブ
例会議事進行表
2012年2月21日
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10月 学校玄関の草むしりとマルチング

パンジーの植え付け

11月 困っている御家族へフードバスケットの提供
いろいろな親切活動

12月 クリスマス
ー地域のエンジェルツリープロジェクトへプレゼント
会員によるクリスマスの集い
ー例会の日に行う

1月 カードを贈る　
ー病気の方、高齢者、軍事に携わっている人たち
2月のバレンタインデーの準備

2月 居住型介護施設への訪問
ー歌、バレンタインデーカード、お話相手

3月 「脳を意識しよう」週間

4月 パイロット園芸セールでの資金調達
ー飲食の販売
ディストリクトコンベンション

5月 動物シェルターに修学旅行

6～7月　期末休み

8月 役員会主導で計画：
新学期最初に「先生お助けセット」を作成して送る

マルチング 園芸用語で、ビニールなどで土の表面を覆うこと

エンジェルツリープロジェクト

先生お助けセット

日本語版編者註

事業計画表（サンプル）

ー寝床用のリネン布地　動物用の食べ物とおやつを
持っていく　ペットを大切にすることについて学ぶ

親が受刑中の子供たちへの教会の奉仕活動　プレゼントをあげ
たり聖歌を歌ったりします

ー学童保育の子供たち対象にパペットによるブレイン
マインダー劇（年齢3～7歳）

アメリカの学校では「teacher survival kits」を先生に贈る習
慣があるそうです。何を詰めるかはアイデア次第で、お菓子や
頭痛薬、ハンドクリーム、ゴムバンド、文房具と様々です。
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アンカークラブバイローズ 
アンカークラブは学生のための奉仕団体であり、パイロットインターナショナルＩＮＣのプ

ログラムである。 

 

第１条  名  称 

                                                 

アンカークラブは認証された名前を名乗ること。その名称は、クラブが設立される学校、ま

たは地域を反映するものでなければならない。 

 

 

第２条  後 援 と 組 織 

 

第１項 アンカークラブは、パイロットインターナショナルＰＩ執行委員会（ＥＣ）によっ

て設定されたポリシー、およびアンカークラブを管理するバイローズに従って、デ

ィストリクト、一つのまたは複数のパイロットクラブ、パイロット会員のいずれか

によって後援あるいは共催される。 

パイロットクラブがディスバンドしたときには、できれば近隣のパイロットクラブを新たな

スポンサーとして確保すること。新たなスポンサーになることに同意したパイロットクラブ

は、その意向を文書にてパイロットインターナショナル本部へ通知するとともに、写しをパ

イロットディストリクトガバナー、PI アンカーコーディネーター及びディストリクトアンカ

ーコーディネーターに送付する。 

ディスバンドするパイロットクラブが新スポンサーパイロットクラブを確保できないとき

は、パイロットディストリクトガバナーがパイロットクラブのディスバンドから３０日以内

に本部に連絡する。ガバナーはＰＩ本部のメンバーシップ部に新スポンサー探しの状況を通

知し、アンカークラブに関する情報を集める。 

パイロットディストリクトガバナーから本部に対して 45 日以内に通知がないときは、メン

バーシップ部がガバナーに連絡して、ディストリクトが取り得る選択肢について話し合い、

ガバナーにアンカークラブに関する情報を提供する。 

アンカークラブは以下をスポンサーにすることができる。 

・パイロットクラブ（同じ町になくてもいい。） 

・パイロットディストリクト 

・パイロット会員 

 

また、最後の手段としては、パイロットインターナショナル執行委員会（ＥＣ）がスポンサ

ーになることもできる。 
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第２項 アンカークラブはファカルティアドバイザーを擁立して学校内に設立することが

できる。ファカルティアドバイザーはスポンサーパイロットクラブのアンカーコー    

ディネータ―または担当会員と協力して活動する。一方アンカーコーディネータ―、

または、パイロットアドバイザーがファカルティアドバイザーの役割を果たすこと

で学校外にも設立できる。 

 

 

第３条  認 証（チャーター） 

 

第１項  設立のためには、最低１０名の会員が必要である。  

 

第２項 アンカークラブの認証はパイロットインターナショナルが授けるものである。クラ

ブのスポンサーあるいはパイロットインターナショナルの代表者から認証状が授

与される。 

 

第３項  スポンサーパイロットクラブあるいはクラブのスポンサーがパイロットインター

ナショナルに納める認証料の金額は、ＰＩ執行委員会（ＥＣ）が定める。  

 

 

 

第４条  ディストリクト 

パイロットディストリクト役員会（DAC /DEC）はアンカーディストリクトになることの可否

を投票で決める。アンカー会員の総数及びアンカークラブ数に関する制約はない。 

アンカーディストリクトになる提案は DAC で投票にかけられなければならない。新アンカ

ーディストリクトはパイロットディストリクトのスタンディングルールズに記載され、それ

によってパイロットディストリクト、ディストリクト役員及びスポンサークラブの支援が保

証される。 

提案されたアンカーディストリクトの予算はパイロット DAC/DEC で承認されなければなら

ない。アンカークラブに対するサービスの提供は、アンカーディストリクト会費と均衡する

ものとする。年度末の監査を必須とする。 

提案されたアンカーディストリクトのスタンディングルールズはアンカー会員により作成、

採用され、ディストリクト DAC/DEC によって裁可される。 
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第５条  目  的 

                                                                                      

アンカークラブの目的は、以下のとおり。 

  ａ．  アンカーに指導力を発揮する機会を与える。 

  ｂ．  アンカーに、学校や地域社会の必要を満たすために共に働くという経験をさせる。 

  ｃ．  パイロットインターナショナルが焦点を当てる分野での目標を推進する。 

  ｄ．  アンカーが将来パイロット会員になるよう育てる。 

 

 

第６条  会員の資格 

 

第１項 アンカー会員資格の要件はパイロットインターナショナルのバイローズで設定さ

れる。特筆するべき点は、自分の所属する学校あるいは地域でのリーダーになろう

と望み、他者への奉仕を願う学生であれば、だれであってもアンカークラブ会員に

なる資格があるということである。 

 

パイロットインターナショナルは会員資格について以下のガイドラインを示す。 

１．学校のアンカークラブ会員は、その学校あるいはクラブの会合が開かれる地域の学生と

する。会員資格の期限は個々の学校の教育システムで決められている在学期間を満たす 

ものとする。これらの会員は奉仕すること、善良であることに関心が高く、かつ学区が

定める成績上の課外活動の参加資格を満たしていなければならない。 

 

２．各アンカークラブの会員は地域、州、地区及び国の法律に従い、差別なしに選考される。 

３．男女共学の学校にあるアンカークラブが、会員資格の審査と入会判定の過程で、性別、

人種、宗教あるいは性的指向によって差別した場合は、PI執行委員会により、アンカー

クラブインターナショナルの認証と資格が、停止または剥奪される。  

 

第２項  会員は、援助を必要とする人々に奉仕する意志、指導力、および善良な人格を持つ

こと。 

 

第３項  会員は、定期的に会議に出席しなければならない。アンカークラブスタンディング

ルールズ（36ページ補遺参照）は、出席要件を規定することができる。 

 

第４項 会費の滞納はアンカー資格の喪失を招く。 
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第５項 パイロット学生会員資格 この会員資格は高校卒業生またはパイロット奨学金受

給者に与えられる。この資格は本人が高等教育の学生である限りまた奨学金受給者

が学生でありパイロットから資金援助を受けている限り有効である。パイロット学

生会員はインターナショナル、ディストリクト、クラブのいずれの会費の納入を求

められないが、指名あるいは選挙で選ばれる役員に就けず、投票権も与えられない。

また会合出席の義務はない。 

 

第６項 無所属アンカー この資格は小学生、中学生あるいは高校生であって、パイロット

クラブがないかあるいはアンカークラブのスポンサーになれないパイロットクラ

ブしかない市に住んでいる場合に与えられる。無所属アンカーはインターナショナ

ル及びディストリクトアンカー会費を納める。パイロット会員だけが若者に無所属

アンカーになることを提案できる。スポンサーパイロット会員はそのアンカーを指

導し、接触を保たなければならない。 

 

 

第７条  役員の資格、任期、選挙、就任 

 

第１項 クラブ役員は、会長、次期会長、書記、会計、理事３名より成る。次期会長は、会

長就任１年以上前から会員でなければならない。 

第２項  アンカーディストリクトに所属しないアンカークラブは、クラブ年度終了前に、次

年度役員選挙を行う。就任式はプログラムミーティングにて行うこと。クラブが学

校と関連がある場合は、学校の方針に従って、選挙および就任の日時を決定する。

アンカーディストリクトに所属するアンカークラブにおいても同様にクラブ年度

終了時に役員選挙を行うが、アンカーディストリクトコンベンションで執り行われ

る就任式より前に行うよう留意する。 

                  

第３項 会長以外の役員は、再選の資格がある。 

 

 

第８条  アンカークラブ役員の義務 

 

選出された会長の就任までの義務  

 各委員会の委員長と委員を任命する。（次期会長はすべての委員会に所属する） 

 全ての公式記録と会長の通信文のファイルを作成する。職務に関係するファイルを保

全する。 

 パイロットインターナショナルが焦点を当てている分野であって、なおかつ地域のニ

ーズに合致している新旧の奉仕プロジェクトが、次期も実行できるよう検討する。 
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 クラブの奉仕・活動プログラムを検討するための新役員による役員会を開く。クラブ

スポンサーとアドバイザーの提案と支援を求めること。 

 クラブスポンサーとの共同プロジェクトや資金調達活動に参加するようクラブに促す。

可能であれば、夏の間にクラブ会議を開く。 

 

第２項  会長の責務（学年前半） 

 クラブ年度開始後すぐにクラブ会合の日程を組む。 

 毎月開催するビジネスミーティングまたはプログラムミーティングの日程を組む。 

 常任委員会又は特別委員会の任務を、全会員に割り当てる。 

 毎月１回、各委員長に概況報告を求める。 

 活発でバランスの取れたクラブ会合、社会活動、資金調達活動、奉仕プロジェクトを

促進する。   

 

第３項  会長の責務（学年後半） 

 役員選挙の日程を組む。 

 現在進行中の活動プログラムを指揮する。 

 選挙後に、新役員に助言と援助を与える。 

 

第４項  次期会長の責務 

次期会長の任務は、会長になるための訓練である。プログラム委員会の委員長として、活動

を調整する責任を負う。次期会長の責務は以下のとおり。 

 会長、ファカルティまたはパイロットアドバイザー(日本語版編者註：以下両者をまとめてア

ンカーアドバイザーと訳す)、委員会委員長を補佐する。 

 会長が不在のとき、代役を勤める。 

 会長、役員、委員会の義務について学ぶ。 

 議事運営手続き、アンカークラブバイローズ、活動に関する校則、アンカーとパイロ

ットの関係についてのパイロットポリシーに精通する。 

 全ての委員会会合に出席して、活動を調整し、会長やファカルティアドバイザーにそ

の計画を伝える。（会長は、すべての委員会の職権上の委員であり、委員会とその活動

について必ず相談を受ける） 

 クラブスポンサーと連絡をとり、パイロット説明会や、パイロットインターナショナ

ルが焦点を当てる分野に関する会合を計画する。 

 クラブ名簿作成特別委員会と共に働く。 

 有益で興味をそそるプログラムミーティングになるように、プログラム立案会議を実

施する。 
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 アンカーおよびパイロットインターナショナルのパートナーとともに、自治体をはじ

めとした、地域のニーズを把握している情報機関に接触するよう心掛ける。この情報

をもとに翌年度の奉仕プロジェクトやプログラムを計画する。 

 

第５項  書記の責務 

下記のクラブ記録を常に最新のものとし、順序良く保管する。 

        ・アンカークラブバイローズ 

        ・委員会月例報告 

        ・クラブの設立認証状 

        ・クラブ名簿 

        ・委員長および委員の記載された委員会リスト 

        ・クラブのスクラップブック 

以下に挙げるものも書記の責任である 

 会合ごとに、議事進行表を会長と協議したうえで準備する。 

 毎回、議事録を取る。（必ず、会計報告、採決された動議およびその結果を議事録に含

むこと） 

 書簡の処理。 

 各委員長から報告書を集める。 

 講演者、上演者、その他の時間や能力、機器の提供者に、速やかに礼状を書く。 

 

第６項  会計の責務 

 前会計からファイルと任務に関する記録を引き継ぐ。 

 会員から会費と保険料を徴収し、記録する。 

 １１月１日までにインターナショナル会費と会員人数分の保険料をパイロット本部へ

支払う。 

注 米国にあるアンカークラブは ECが決める賠償責任保険料を支払う。 

 アンカーディストリクトに属している場合は、アンカーディストリクトスタンディン

グルールズで指示されている通りにディストリクト会費を支払う。 

 役員会の命令に従って、クラブの債務は速やかに支払う。 

 会長と連署して小切手を作成する。（注：学校によっては、別の集金方法を指定される

こともある。） 

 役員会に出席し、会計報告をする。 

 資金調達活動や特別活動から得たお金を集め、それぞれの活動の収入と支出の正確な

帳簿を付ける。 

 財務について、アンカーアドバイザーに助言を求める。 
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 役員会とアンカーアドバイザーの協力の元、毎年の予算案を作成する。（予想される収

入源と支出額を盛り込むこと） 

 帳簿に最新の収支状況を記載し、クラブ役員、クラブスポンサー、アンカーアドバイ

ザーがいつでも閲読できるようにしておく。 

 各委員会が予算内で行われていることを点検する。 

 

第７項  理事の責務 

 全てのクラブ役員の責務に精通する。 

 新しい役員がその責務を熟知できるよう手助けする。 

 役員会に出席する。 

 クラブ会議への出席を促す。 

 会長から指示された委員会の委員となる。 

 

 

第９条  役 員 会 

 

第１項  役員会（クラブ役員）は、月１回、または 3か月に 1回会合を開く。全役員はすべ

ての役員会に出席しなければならない。役員会活動の概要は、クラブに報告される。 

 

第２項 役員会は下記を行う。 

・クラブ予算案の承認を含むクラブの通常業務を遂行する。 

・委員の任命を承認し、その業務を決定する。 

・パイロットインターナショナルが焦点を当てる分野に関連する活動と奉仕プロジェク

トを承認する。 

・受賞可能性のある表彰プログラムに応募する準備を援助する。 

・必要に応じて役員の欠員を補充する。 

・全てのクラブ活動と役員会活動は、アンカーアドバイザーの承認が必要である。 

 

 

第１０条  会  合  

 

第１項 最低月１回の会合を持つ。 

（ビジネスミーティングかプログラムミーティング、またはその両方） 

 

第２項 全ての会合にアンカーアドバイザー、あるいは指名された成人が出席する。スポン

サーパイロットの会員、クラブスポンサーまたはその代表も定期的に出席する。 
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第３項 合同会合及び地域会合、またはアンカーディストリクトコンベンションは、必ず承

認されたポリシーに従って開催されること。 

 

第４項 クラブから最低 1 人は毎年夏に開かれるインターナショナルアンカーリーダーシ

ップサミットに参加する。クラブはスポンサーやディストリクトなどに資金援助を

求めてもよい。 

 

 

第１１条  委 員 会 

 

第１項 アンカークラブは下記の委員会を持つ。 

・ プロジェクト委員会 クラブの奉仕プロジェクトに関連する活動の責任を負う。 

・ 資金調達委員会 クラブ運営やプロジェクト、その他の活動資金を調達する活動の責任

を負う。 

・ プログラム委員会 クラブの年間のプログラムに責任を負う。この委員会は、各委員会

の委員長で構成される。 

・ 表彰委員会 ディストリクト及びＰＩ表彰などへのクラブの申請書の作成と、その応募

に関する責任を負う。例えば、アンカークラブ年度賞 

 

第２項 特別委員会 クラブの特別な活動を支援するために、その他の委員会を設置しても 

よい。これらの特別委員会およびその業務はクラブの役員会が決定する。 

                                              

 

第１２条  会  費 

 

第１項  アンカークラブの会計年度は、７月１日に始まる。 

 

第２項  各クラブは１１月１日までに、パイロットインターナショナルへ年会費を納める。

年度途中に入会した会員の会費は、会員資格取得の後、６０日以内に納める。 

    注 米国にあるアンカークラブは EC が決める賠償責任保険料を納める。 

第３項 第 2 項に定められた会費を完納していないアンカークラブは表彰プログラム(年度

賞)に参加できない。 

 

第４項  各クラブは、クラブスタンディングルールズに従って、クラブ会費を定める。 

（36ページ補遺参照） 
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第５項  アンカーディストリクトが存在する場合は、各クラブはアンカーディストリクト

スタンディングルールズに従って会費を支払う。 

 

                                                         

第１３条  記章、モットー、カラー 

 

第１項  アンカークラブの記章、モットー及びカラーは以下のとおり。 

  ａ． 記章は、パイロット操航舵輪の中心に錨、”Service” ”Friendship” の言葉をパイロット操

航舵輪の上に配置する。錨とパイロット操航舵輪は円で囲まれる。 

  ｂ．   モットーは、「命に対する畏敬の念」である。 

  ｃ．   カラーは、青と金色である。 

 

第２項  会員はアンカークラブの記章を使用、装着できる。アンカークラブのエンブレム

は、パイロットインターナショナルの登録商標である。何人たりともこれらのエン

ブレムを許可なく使用することは、著作権の侵害となる。 

 

 

第１４条  アンカークラブの解散 

 

第１項  パイロットインターナショナルは、アンカークラブバイローズもしくはパイロッ

トインターナショナルの制定したアンカークラブポリシーに則った機能が果たせ

ないアンカークラブの認証を取り消すことができる。 

 

第２項  アンカークラブは、投票を行い、会員の過半数の賛成を得て、クラブを解散し、認

証を放棄することができる。 

 

第３項  認証取り消しや放棄をする際には、クラブとその会員は、個人的にも集団的にも、

名称、記章、エンブレム、資料に関連したあらゆる権利と権限を手放さなければな

らない。 

 

 

第１５条  改   正 

 

第１項  このバイローズは、下記の条件により、PI 執行委員会（ＥＣ）の３分の２の賛成票

を得ることにより改正することができる。 
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ａ．  改正案は、アンカークラブ、アンカーディストリクト、パイロットクラブ、ディスト

リクト運営員会（DAC）、パイロットインターナショナルのアンカー部、PI 執行委員

会（EC）から提出されていること。 

  ｂ．  改正案は、1月 1日以前、または 6月 1日以前（ともに消印有効）でパイロットイ

ンターナショナル本部に送付されていること。 

 

第２項  アンカークラブの提出する改正案は次の条件を満たさなければならない。 

  ａ．  例会にて書面もしくは朗読で改正案を会員に通知したのち、１週間以上経てから開

かれる例会において、出席した会員の３分の２以上の賛成票で承認された案である

こと。 

  ｂ．  PI執行委員会（ＥＣ）に提出する前に、スポンサーパイロットクラブあるいはク

ラブスポンサーから承認されていること。 

 

（2016年 11月改訂） 
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クラブスタンディングルールズに関する 

アンカーバイローズの補遺 

 

スタンディングルールズは個々のクラブを統治する特別な規則である。会合の時間と場所、

クラブ会費の額等を規定する。この規定は会員が所属する組織のバイローズに矛盾するもの

であってはならない。 

クラブのスタンディングルールズを作成・改正するとき、心に留めておくべき重要な点は、

これがクラブの機能を保持する主要な規則であり、クラブの会員である以上は従わなければ

ならないということである。 

スタンディングルールズで考慮すべき事項の幾つかを以下に示す。ただし、これらがすべて

ではない。 

・ 会員の要件として、学年、GPA、会合への出席率、地域への奉仕活動に参加した時間な

ど。 

・ 定期的な役員会や例会の日時。特別会議は会長または委員会の要請により開かれるこ

と。 

・ 禁止事項の詳細や、会員資格停止になる規則違反及び当該規則の一覧 

・ クラブ役員及び委員会委員長の責務と要件 

・ 役員候補者に関する詳細：誰が指名委員会のメンバーとなるのか、いつ新役員選出選

挙と就任式を行うのか、など。 

・ クラブ会費、パイロットインターナショナル会費、ディストリクト会費（該当する場

合）の金額や支払期日などの詳細 

・ ディストリクトアンカーコンベンション（該当する場合）及びクラブのためのその他

の年次イベント情報、さらに、これら会合に代表として参加する際の規則 

・ ロバーツルール（Robert’s Rules of Order）を常に掲載し、クラブの会合はこれに則った

議事進行を行うこと。 

・ クラブの毎年の行事に関して決めておく必要のある特別の事項の詳細。役員への贈り

物、アドバイザーへの贈り物または感謝状、会員が年次イベントに出席する際の経費

の支払いなど。クラブの必需品や、クラブの通常の運営で必要となるとわかっている

ものをリストアップする。 

クラブのスタンディングルールズは起こりうるすべての事態を網羅しているわけではない。

不測の事態が発生した場合は、この状況を如何に解決するか会員の投票で決める。さらに、

将来に備えてスタンディングルールズの改正に取り組む必要があるとクラブが感じている

場合は、改正することができる。 
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スタンディングルールズは、ビジネスミーティングに出席している会員の過半数の賛成をも

って、変更、更新できる。ただし、事前のビジネスミーティングにおいて変更提案をあらか

じめ通知しておくこと。 

 サンプル   

ペース高校アンカークラブスタンディングルールズ 

第 1 条 会員資格 

第 1項 

ペース高校に在籍する累積 GPA が 2.0 点以上のすべての中 3 生、高 1、2、3 生は、ペース高校

アンカークラブの会員になれる。      日本語版編者註：アメリカの高校は四年制です。 

 

第２項  

入会希望者は入会申込書に所要事項を記入する。入会希望者は 9週間の評価期間の間、仮会

員となる。 

会員資格を得るためには、入会希望者は次の基準を満たすものとする。すなわち、GPA2.0点、

奉仕活動 5時間の実績、資金調達イベントへの参加及びアンカー会合への出席。 

 

第 3項 

役員会は申込書を審査し、新会員の入会を承認する。 

 

第 4項 

会員が、ペース高校のアンカークラブの会員あり続けるには、総合累積 GPA2.0 点を維持し

なければならない。GPA は学期末ごとに審査され、会員資格継続の可否が判断される。GPA

基準を満たさない会員は仮会員にとどめ置かれる。成績不足より仮会員となった者は評価期

間内に GPA2.5点を獲得しなければならない。 

 

第５項 

会員が会員資格を維持するためには、定期的に会合に出席し、クラブが主催するプロジェク

ト、資金調達及びその他の活動に参加しなければならない。３回の会合無断欠席、奉仕時間

の不足、資金調達イベントへの不参加が認められる会員に対して、役員会はその会員を会員

名簿から削除することができる。 

 

第６項 

ペース高校アンカークラブの会員ということは、アンカーディストリクト、インターナショ

ナルバイローズ並びにペース高校アンカークラブのスタンディングルールズを遵守する意

思を示したということを意味する。 
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第 2 条 会合 

第 1項 

学校年度の期間、ペース高校アンカークラブは、毎月の第２と第４木曜日に会合を開く。時

刻は役員会が定める。前回会合の議事録及び会計報告が読み上げられるかまたは配布される。 

 

第 2項 

学校年度の全期間にわたり、役員会の全メンバーはアンカーリーダーシップクラスに在籍す

る。役員会はこのクラスのなかで行う。 

 

第 3項  

特別会議は、クラブのスポンサー、役員会の会長、あるいは 5名の役員会のメンバーの要請

により開かれる。開催に際しては、全会員に開催日時、会合が招集された目的が明記された

適切な通知を送ること。 

 

第 4項 

理事は要請に応じて、会合の開催日時や場所、現在進行中の活動についての情報を、会員に

開示する責を負う。 

 

第 5項 

役員会を夏の間に開催し、次の学校年度の計画を立てる。時間と場所は 5月の会合で予め通

知しておく。 

 

第 6項 

会合、資金調達活動、または地域のプロジェクトを欠席した会員は、その３日後までに、欠

席届を記録書記まで文書かメールにて提出すること。これを怠ると無断欠席とみなされる。

１８週の期間に 3 度の無断欠席が認められた会員は会員資格を失う。正当な欠席理由とは、

致し方ない事情があり、スポンサーが承認する場合を意味する。 

 

第 7項 

朝の会合に 10 分以上遅刻した会員は欠席とみなされる。その 3 日後までに遅刻の理由を説

明した届けを記録書記まで文書またはメールにて提出することを怠ると、無断欠席扱いとな

る。 
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第 3 条 会費 

第 1項 

年会費総額     ドルは全ての会員が学校年度の開始時に納めるものとする。 

その中にはパイロットインターナショナル会費    ドル、保険料    ドル、ディス

トリクト会費    ドル及び地域クラブ会費    ドルも含まれる。 

第 2項 

期日までに会費を納めない会員は、警告の書簡が送られた後に、役員会の投票による決定に

基づいて、会員資格を失う。学業支援ボランティア Faculty sponsor が、資金的な困難を

訴える学生には、例外を認めることがある。 

 

第 4 条 コンベンションへの代表出席 

第 1項 

役員会の全メンバーはペース高校アンカークラブの代表者として、ディストリクトコンベン

ションに出席しなければならない。欠席する場合はスポンサーからの許可が必要である。出

席に関連する全費用は、出席する代表者が支払うこと。 
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パイロットインターナショナル学生会員 

アンカークラブを卒業したあとも、積極的な奉仕を通して地域をより良くする活動を続けた

いと思っていませんか？ 

パイロットインターナショナルは、そのようなあなたに、パイロット学生会員という素敵な

チャンスを用意しています。 

パイロット学生会員とは？ 

パイロット学生会員資格は高校を卒業したアンカー、またはパイロット奨学金受給者に与え

られます。この資格は元アンカーが学生である限り、奨学金受給者が学生でありパイロット

から資金援助を受け続ける限り継続されます。本資格は 2005年 5～6月以降に卒業するアン

カーを対象とします。 

 

手続き方法 

卒業の１、2 か月前に、高校 3 年生あてにスポンサーパイロットクラブから書簡が送られ、

パイロット学生会員申請様式が届きます。この申請書はパイロットインターナショナルのホ

ームページ（ww.pilotinternational.org）＊からも取得できます。記入された申請書をパイロッ

トインターナショナル本部が受け取ると、歓迎書簡と共にパイロット学生会員資格カードが

本人あてに送付されます。申請書に記載されている本人の情報は最寄りのパイロットクラブ

に通知されます。このカードがあれば、地元の地域のパイロットクラブだけでなく、進学し

た大学の地域のパイロットクラブの会合にも参加できます。 

 

アンカーは、パイロット学生会員資格によって、奉仕を通じて地域を支える活動を続けられ

るだけでなく、ネットワークを広げる限りない機会に恵まれ、ひいては個人的、職業的なコ

ネクションを得ることにもつながります。 

学生会員はパイロットインターナショナルがスポンサーになるので会費は無料です。元アン

カーの長年のアンカー及びパイロットインターナショナルへの奉仕と献身を高く評価する

故です。 

 

疑問点があれば何なりと PI 本部、102 Preston Ct., Macon, GA 31210 (478) 477-1208 にお問い合

わせください。 
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パイロット学生会員資格申請書 

 

あなたの地域におけるアンカークラブボランティア活動を評価して、あなたをパイロット学生会員として歓迎

いたします。この資格により、高等教育（短期大学、大学、専門学校など）を受けている間、パイロットイン

ターナショナルがスポンサーとなり無料でパイロット活動に参加することができます。 

 

この申請書を出すことによって、パイロットインターナショナルの学生パイロット会員となります。この会員

資格により、地元のパイロットクラブに参加できるだけでなく、すべての地域のパイロットクラブの活動やプ

ロジェクトにも参加できます。ぜひパイロット学生会員としての特典をご利用ください！ 

 

はい！私はパイロットインターナショナル学生パイロット会員資格をいただきたいと思います。私は可能な限

り地域のパイロットクラブに参加したいと思います。ぜひパイロットインターナショナルと地域のパイロット

クラブとのつながりを継続したく、以下に私の情報を記入いたします。 

名前                     

実家など今後確実に連絡が取れる連絡先 

住所                     

メールアドレス                     

電話番号                        

携帯電話番号                       

生年月日                        

高校卒業年                 

進学予定先学校名                 

上記学校の所在地（州および町名）            

進学期間中の住所                     

地元におけるスポンサークラブまたはスポンサー会員名              

申請書送り先 

パイロットインターナショナル本部 メンバーシップ部 

102 Preston Court 

Macon, GA 31210/ 電話（478）477-1208/ Fax（478）477-6178 

メール：anchor@pilothq.org 

パイロットインターナショナル記入欄 

                 受け入れパイロットクラブ              

                 上記パイロットクラブへの連絡            

                 学生パイロット受付完了のお知らせ送付            

（2019 年 1 月改訂） 
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肖像権使用許諾書 

私は本許諾書をもって、パイロットインターナショナル,Inc.、その代理人、被雇用者、後継者及び受託者が写真

の中の私の肖像及び所有物を如何なる形でも、その出版物及びホームページに掲載する権利を認める。私は

金銭をはじめとしたいかなる見返りも求めない。 

私は、これらの写真がパイロットインターナショナルの著作権が付されるコンテンツであることを理解し同意する。

また、パイロットインターナショナルの目的あるいは他の合法的な目的で、この写真を編集、変更、コピー、展示、

出版あるいは配布する権利を撤回不能な形でパイロットインターナショナルに譲渡する。加えて、私は、写真の

使用あるいはそれに関連して生じる使用料その他補償は求めない。 

 

ここに私は、私自身、私の相続人、代理人、遺言施行者、管財人、その他私及び私の財産のために働くいかな

る人物の求める、パイロットインターナショナルの本肖像権に関する訴え、要求その他行為が将来にわたってす

べて無効であることに同意するものである。 

 

私はこの同意書を読み、理解したうえで、同意いたします。 

 

署名                  

 

印字した名前                  

 

所属団体名（該当する場合）                  

 

住所                  

 

日付                  

 

親権者または後見人の署名（18歳未満の場合）                  

 

Pilot International Inc. 

102Preston Court 

Macon, GA31210 

電話：478-477-1208 
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アンカークラブの信条 

 

団結することは強さとなるということを自覚して、私たちはアンカークラブのメンバーとし

て以下のことを決意するものです。 

友情をもって忠実に働きましょう。 

この航路が幸福の海へ私たちを導くことを信じて、家庭、学校、地域社会に奉仕しましょう。 

希望と信念の輝く星に向かって、人生の船を進めましょう。 

真理の灯台から出る光のように、叡智にあふれる両親、先生方、そしてパイロットの友人の

指導に従い、満帆を揚げて達成の海峡を渡り、成功の港へと向かいましょう。 

そして、私たちの人生の船が、誤解の嵐や、不正の怒涛に見舞われたとき、 

勇気、知恵、信頼という錨を下ろして、固い友情を結びましょう。 

 

                      フロリダ州タラハッシーパイロットクラブ 

                              元会長 スー・マクレアリー 

 

 

アンカークラブ会員の誓い 
＿＿＿＿＿＿＿＿アンカークラブ会員であるがゆえに得られる名誉と恩恵に感謝して、私は

アンカークラブの理想と目的を支持すること、また、私自身、私の家庭、私の学校、私の地

域社会を改善するために働くことを私の名誉にかけて誓います。私は他者の権利を尊重し、

他者への思いやりと助けになることを実行するよう、努力します。 

私は、私の国と神＊に奉仕し、有益な市民になる心構えを持つことをお約束します。 

 

 

 

日本語版編者註：「神」とはキリスト教の神を指します。日本語の定訳版では「世界」という言葉を当てています。 


