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PILOT ログ  

2020春号 

 

Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ メッセージ 

 

パイロットの皆さん 

 世界は今、「一時停止」の状態にあるように見えるかもしれませ

ん。コロナウイルスを回避し、世界的なパンデミックの広がりを止

めるために、自宅で仕事をしたり、社会的な距離を置いたり、シェ

ルターに避難したりしていますが、パイロットは世界中でパイロッ

トらしく友情と奉仕を続けています。 

 

私たちは 1つの部屋に集まるのではなく、ズーム、Skype、無料の電話会議、およびその他の

形式のテクノロジーを介して、多くの場所の多くの部屋で会議を行っています。私たちの友情

は、電話、カード、テキスト、そして Facebookへの投稿を通じて続きます。また、他者へのサ

ービスも継続されます。介護者への感謝の行為から、それらを保護するためのマスクの縫製へ

と焦点が移りました。私達は、用事を実行し、食料品を購入し、閉じ込められた近所の人、友

人、家族にカードを送ります。また、持ち帰り用の食事を購入することで、地元のビジネスを

サポートしています。 

 

クラブ例会がコロナウイルスの影響を受けただけでなく、私たちのディストリクトもウイル

スの影響と会議への影響にも対処しています。2020年の地区大会はすべてキャンセルされまし

た。（この例外は、ビデオ会議で大会を開催する COED地区であり、これはパイロットでのビデ

オ会議のコンセプトのパイオニアです。）それにもかかわらず、私たちの地区はメールでビジ

ネスを行っており、ほとんどの就任式は秋の評議会やワークショップで開催されます。ペース

セッターと 250のクラブと会員を表彰する証明書はメールで送信されました。2020年地区ガバ

ナーは、2019年から 2020年のパイロット年度についての感想を寄せており、これらは６～１

１ページ（ログ本文）に記載されています。 

パイロットは私たちの世界と他の人々の生活に変化をもたらしています。このことは、元ア

ンカーのフィリス・ブライアントさんが、ロアノーク・ラピッズのパイロット・クラブが彼女

の人生に与えた影響と、他の人々のために奉仕することを鼓舞してくれたことに感謝の意を表

した手紙で明らかになっています。これは、デビー・アーチャー元 PI会長とパイロット・ジョ

イ・エルダーさんがパイロット・インターナショナルに貢献する動機となりました。そして、
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パイロットは、パイロット・インターナショナルへの寄付を通じて、その基盤を提供しまし

た。 

この奨学金は、ソル・デル・アンデ・メンデス・イートンの生涯にわたる奉仕への献身を称

えて授与されました。その影響力は非常に大きく、彼女は、パイロット・インターナショナル

の会員ではありませんでしたが、彼女の死後、パイロットにメモリアル（追悼）の寄付を行う

よう要請しました。（詳細和訳 P3～） 

世界は一時停止しているかもしれませんが、パイロットクラブと私たちメンバーは友情と奉

仕を旗印に共に繁栄し続けます。物理的に離れていてもサービスを提供します。私たちは 1つ

の部屋にいなくても、パイロットの心の 1つです。パイロット仲間が再び集まることができる

まで、私たちはコミュニティーでの奉仕を続けます。 

パイロットの友情と奉仕に～ 

 

2019-2020 PI会長 デビー・ヘイズ 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

Ｐ５ パイロットグッズ等の販売案内  

     ブレインマインダーズ関連・ロゴ入りの Tシャツ等・ラベルやステッカー、

マグ等・ピンやバッジ・バナー・ヘルメット等 

     ※各ストアのアドレスや注文先はロゴ本文を参照してください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

Ｐ６～Ｐ１１       ディストリクトからのメッセージ 

フロリダからバージニアのディストリクトガバナーから、各ディストリクトの 

コンベンションプログラムの表紙や、コンベンションバナーなどと共に

メッセージが掲載されていますので、是非ご覧下さい。 

 

日本ディストリクト 末吉眞由美ガバナーメッセージ 

「ディストリクトとして３０回目の記念のコンベンションを開催するこ

とが出来ず、本当に残念です。パイロットの未来を皆で考える機会

にしたいと思っていました。 

パイロットクラブ創立１００年を目前にし、歴史を大切にするとと

もに、現在の人々に受け入れられる活動の在り方を考えていくことが、

今、最も大切だと考えています。」 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

P12      ソル・デル・アンデ・メンデス・イートン夫人とは・・・・ 

 

 PIFFスペシャリスト エミー・マーティン 

 

パイロット・インターナショナルでは、愛する人を偲んで寄付を受

けることは珍しくありませんが、ソル・デル・アンデ・メンデス・イ

ートン氏を偲んで、驚くほど多くの贈り物を受け取ることができまし

た。さらに珍しいのは、イートンさんはパイロットの会員でもないの

に、パイロットへの追悼寄付を希望していたことです。このことか

ら、多くの人に愛されていたこの女性について、もっと詳しい情報が

知りたくなりました。 

 

 私はオンラインで死亡記事を見つけ、幸運にも彼女の夫であるハロルド・イートン氏に連絡

を取り、彼女について詳しく知ることができました。 

イートン夫人はベネズエラのサンクリストバル出身で、バスケットボールとダイビングのス

ターでした。彼女は、1952年のオリンピックでダイビングのベネズエラ代表に選ばれました

が、陪審員の訓練により視力を失い、競技に参加することはできませんでした。ソルはケガと

闘い、視力を取り戻し、新しい挑戦を見つけました。 

 

1955年、彼女はパイロットクラブによる新聞の広告を見ました。これは科学の研究に関心の

ある貧しい女性への奨学金です。彼女は母親の反対を押し切って奨学金を申請しました。彼女

がその奨学金に応募した時には 16歳でしたが、奨学金を受けるために４歳年をごまかし、20

歳だと書かなければなりませんでした。にもかかわらず、彼女は奨学金を受け取り、ニューメ

キシコ州立大学に入学、化学の学士号を取得したのです。 

 

大人になってからは、メリーランド州ランハムに住んでいました。40年以上に及ぶ政府サー

ビスでは、国立がん研究所（NIH）で化学者として、また他の機関では EEO役員として働いてい

ました。彼女は敬虔なカトリック教徒であり、他者、特に女性とヒスパニック系コミュニティ

に奉仕するという教会の倫理観を疲れを知らずに受け入れていました。公民権、移民労働者、

雇用と住宅における差別に反対するために闘う無数の委員会の委員を務めました。彼女の広範

な貢献は数々の賞を受賞し，1997年にはメリーランド州女性の殿堂入りを果たしました。 

イートン夫人は素晴らしい妻、母親、料理人として記憶されています。彼女の子供たちの最

大のファンでもありました。彼女の最大の喜びは、子供達がアメリカが提供する機会を最大限

に活用するのを見ることでした。 

みなさんからの贈り物は世界中の人々の生活に大きな変化をもたらし、その結果、世界中の

人々が他の人々に奉仕するという私たちの使命を引き継ぐことができるのです。イートン夫人

は、パイロットインターナショナルの使命が 1955年と変わらないことを知ったらきっと感激す

るでしょう。「友情と奉仕」で世界中のコミュニティの変化に影響を与えるために。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

Ｐ１３           元アンカーからのお礼状 

 

 ロアノーク ラピッズ パイロットクラブの皆様へ 

 何年も前のことですが、ノースウエストでの高校時代、皆さんは

私が必要としていた洋服、消耗品、ケア全般の為に寄付をしてくだ

さいました。あれから 30年近く経ちましたが、皆さんのお力添えに

は永遠に感謝しています。その頃の写真を見返してみると、寄贈さ

れた美しいドレスやスカート、ブラウスなどを目にし、誰かが私が

プロとして人前で良いプレゼンテーションをするために必要なもの

を用意してくれていたことを思い出します。 

アンカークラブのメンバーであった私は、人に奉仕し、人を助ける

ことを教えられました。高校時代からの数年間、私は人生の中で多くの新しい冒険をしてきま

したが、誰かに手を差し伸べること、親切にすること、そして奉仕の人生を送ることを忘れた

ことはありませんでした。例えば、私は卒業してわずか 10年後、希望を切望していた人に腎臓

という命の贈り物をしました。ちょうどこの 12月 1日、彼は移植後 19年目の人生を迎えまし

た。 

さらに、私のキャリアのほとんどは、重度の精神疾患を持つ大人たちと一緒に仕事をしてきま

した。スタッフやメンバーから、なぜ私はこんなに優しいのか、なぜ彼らのために特別なこと

をしているのかと聞かれることがよくあります。これに対して私はいつも答えます。「私が最

も必要としていた時に、誰かが私を助けてくれたからです」その誰かとは、私がこの人生の素

晴らしい旅に出るために必要なものを十分に見てくれた皆さんのことです。 

人生にポジティブな影響を与える素晴らしいチャンスがあることを忘れないでください。皆さ

んは私の人生に素晴らしい変化をもたらしてくれましたが、30年近く経っても決して忘れるこ

とはありません。私の暗い世界に手を差し伸べてくれて、私たち一人一人が善を行い、変化に

影響を与え、人を助けることができる可能性に気づかせてくれたことに感謝しています。 

誇りと共に・・・ 

元アンカークラブ会員 フィリス・L・ブライアント 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

Ｐ１４～            新入会員紹介 日本ディストリクト（抜粋） 

 杉山厚子（21東京）  洞口まどか（仙台）  

 佐々木精治・平野浩美・籏野貞夫・山下一郎（マルベリー東京） 

 森田京子・久保幸代・箱田洋子・木内千恵美・藤邨有伽・野崎千恵（高松） 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

Ｐ１６            周年クラブ 日本ディストリクト（抜粋） 

  盛岡（４０周年）  三原（２５周年） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

Ｐ１７ フリーポートパイロットクラブ デブ・アーチャーの４０年間にせまる（略） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

Ｐ１８～        コーディネーターからのメッセージ 

 

★資金調達コーディネーター シェリー・バス 

春はもうすぐそこまで来ています。春の募金活動の準備をしている方も

多いでしょう 募金活動が終わり、もしあなたが私のような人であれば、

ようやく息を吹き返すことができるような気がして、すべてが終わった

ことを嬉しく思い、少しリラックスすることができるでしょう。自分のために少し時間を取っ

てリラックスすることも大切ですが、このゆっくりとした時期を無駄にしないようにして、新

しい Pilotの年に向けて計画を立て始めることもとても大切です。 

そのためには、募金活動を評価する必要があります。予算を支えるために必要な資金を調達で

きたのか、そして あなたのプロジェクトに資金を提供しますか？1つの大きな募金活動をした

か、いくつかの小さな募金活動をしたかにかかわらず、それらは成功しましたか？各募金活動

にかかる初期費用、経費、持ち込まれた金額、純利益を会員に伝えてください。資金調達者評

価書または調査書を作成し、会員に各資金調達者の評価書に記入してもらいましょう。 

評価には以下の内容を含めてください。 

1. 何が効果的だったのか？ 

2. うまくいかなかったことは？ 

3.  変更するための提案 

4. お客様からの評判はいかがでしたか？ 

5. 今回の募金活動の感想は？ 

6. この募金活動の強みは何でしたか？ 

7. 弱点は何でしたか? 

8. この募金活動は、地域社会において、私たちのクラブとパイロットを宣伝するこ

とができましたか。 

9. この資金調達活動は、再び行うのに十分なほど有益でしたか／成功しましたか？ 

10. 有益であった場合は、この募金活動をさらに成功させると思われるコメントがあ

れば、その旨を記入してください。 
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これらの情報を手に入れたら、来年の計画を立てたり、目標を設定したりすることができる

ようになります。目標設定は、あなたの目標を明確にし、将来の募金活動のために十分な情報

に基づいた意思決定をするのに役立ちます。以下の質問に答えることで、全体的な資金需要を

よりよく理解することができます。 

全体的な資金調達ニーズの「全体像」が見えてきたら、各資金調達プロジェクトの資金調達

目標を設定しましょう。以下の質問をしてみてください。 

これらの質問にそれぞれの資金調達プロジェクトについて回答した後、全体的な資金調達目

標を達成するために追加の資金調達者が必要かどうかを知ることができます。 

完璧な世界では、あなたはこれらのガイドラインに従うことを望むでしょう あなたの募金活

動のそれぞれの直後に、それが新しいパイロットの年のために計画する時間になったときにそ

れらを利用できるようにしています。大変な作業のように思えるかもしれませんが、長期的に

は必ず報われます。自分の立ち位置を正確に把握し、資金調達の努力を成功させるために何を

すべきかを正確に把握することができます。前にも言いましたが...私たちが地域社会に変化を

もたらし、奉仕する人々の生活を向上させたいのであれば、それを回避する方法はありませ

ん...資金調達は必須です。募金活動の目標を達成するために、あなたの力強いゴールと多くの

成功を祈っています。2020年アトランティックシティの PIC・リーダー会議でお会いできるの

を楽しみにしています！＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

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

1. 今、予算はどれくらいあるのか？ 

2. このお金のどれかです。 

   a. プロジェクトに捧げられていますか？ 

   b.  資金調達のための努力に利用できるか。 

3. どのくらいの資金が必要か？ 

  a. すべてのプロジェクトに資金を提供するために？ 

  b. 運営費のために？ 

4. 経費は前年度より増加していますか？増加している場合は、どの程度ですか？ 

5. 助成金や寄付金など、他の資金源からの資金調達は可能ですか？ 

6. どのくらいのお金が必要ですか？ 

1. この募金活動の資金は、一定の期日までに必要なのか？ 

2. この特定の募金活動で、どのくらいの募金目標を集めたいと考えていますか？ 

3. この資金調達者の利益はいくらになると思われますか？ 

4. この資金調達者を開催するのに必要な時間はどれくらいですか？ 

5. この募金活動に参加できるクラブ会員は何人いますか。 

6.  時間と人員の制約を考えると、この資金調達者が必要な資金を調達できると信じ

るのは妥当か? 

7.  この資金調達者をより管理しやすくするにはどうすればよいでしょうか？ 
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★リーダーシップ開発 コーディネーター ナンシー・ミラー 

私の住む小さな町 アラバマ州アンダルシアで 最近アラバマ大学の ニ

ック・セイバンコーチと "クリムゾンキャラバン "を迎えました このイ

ベントのチケットは 600枚以上売れており、多くの人が、我々の時代で最

も成功したフットボールコーチの一人であるセイバンコーチとの素敵なデ

ィナーとプログラムを楽しみにしていました。 

プレゼンの中で、セイバンコーチのリーダーシップスタイルは、アラバマ大学の価値観やビ

ジョンを守り、伝えることであることが明確になりました。ビデオを通して、聴衆は試合前や

試合後のチームミーティングでのセイバンコーチの姿を見ることができました。彼の高いエネ

ルギーレベルと熱意は、すべてのコーチやチームメンバーに伝染しました。それぞれがトレー

ニングやツールを提供され、自分たちのチームにオーナーシップを築き上げていました。彼ら

は勝ちたいと思っていて、最高のプレーをするという目標を達成するために集中していまし

た。 

クラブや組織内でのリーダーシップの育成は、パイロット・インターナショナルの成長と将

来の存続の基盤となっています。セイバン・コーチのような優れたリーダーは、障害を取り除

き、チームの対立を管理し、相乗効果と信頼関係を構築して価値観とビジョンを維持すること

で、チームの 目的、目標、プロセスが適切であることを保証します。私たちの組織には、その

ような思いを持ったリーダーがいます。他のリーダーを育成し、それぞれのメンバーには 別の

人を指導する あなたは、その源になることができます。彼らが一歩踏み出して、想像以上の成

果を上げるために。彼らの人生を永遠に豊かにするために セイバンコーチは次のように考えて

います。彼の選手たちを指導し、また、彼の選手たちを見て 今シーズンの NFLドラフトでは過

去最多の選手がサインをしています。次のレベルのフットボールのための準備ができていま

す。 

"知的資本主義の世界でリーダーとして私たちが直面する最大の課題は、人々が責任を回避す

ることについて学んだことを学び直し、新しい『自分は責任がある』行動を学ぶように促すこ

とです。人々が仕事や生活の中で適切に対応できるように、自分自身の権威と力を取り戻す手

助けをすることは、最上級のリーダーシップスキルである」（ベラスコ＆ステイヤー、『バッ

ファローの飛行』）。良いリーダーやチームプレーヤーを育成するためには、やる気を持ち、

努力を惜しまず、多様性を受け入れ、責任感を持ち、それぞれが責任を持って対応しなければ

なりません。フットボールへの情熱を持ち、地域社会に還元し、リーダーとなり、与えられた

どんなスキルでも最高のものになるために、少年たちを責任感のある男性に変えていこうとい

うセイバンコーチの哲学は、私たち全員にとって素晴らしい教訓となります。頑張れ！ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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★メンバーシップ コーディネーター リタ・スプリッグス 

前号では、新入会員の勧誘に焦点を当てました。しかし、どのクラブ

にも、最高の会員の中にはやる気をなくして例会を欠席してしまう人も

います。メンバーの引き留めは新規会員の獲得と同じくらい難しいで

す。メンバーが退会する理由は様々ですが、ほとんどの状況では退会し

ないように促すことができます。結局のところ、どのような組織も、時間と労力をかけて新し

いメンバーを募集しても、最終的にはまたメンバーを失うことになるのは避けたいものです。 

会員を維持することは、各クラブの成長と継続性の核心です。企業が従業員のモチベーショ

ンを高め、より一層の努力と進歩を促そうとするのと同じように、クラブは会員のモチベーシ

ョンを高めることを奨励しなければ、会員の維持率を維持することはできません。実際、モチ

ベーションはもはやオプションではなく、必要不可欠なものとなっています。会員の維持は、

どのような組織にとっても生命線であり、新会員を勧誘するために時間と労力を費やしても、

最終的にはまた会員を失うことになるのは避けたいものです。 

クラブの成功に会員全員がどれだけ関与し、関心を持っているかと聞かれたら、あなたは何

と答えますか？あなたの定着率はどのくらいですか？成長や改善の可能性はありますか？ 

成功したクラブとは、すべての会員が適応し、「私たちは一緒に活動している」という姿勢

を共有することができるクラブであり、それには情熱が必要です。このことの良いところは、

会員全員がこの情熱を持っているということです。 

クラブ活動の計画や調整に会員を参加させることで、会員の熱意を引き出すことで、この情

熱を育むことができます。全会員の参加を奨励する。会員は、自分が責任を負うべき明確な課

題を持つことで、献身的な気持ちとチームスピリットをより強く感じます。 

各パイロット会員の関心や才能を確認し、それをクラブのプロジェクトにどのように結びつ

けるかを検討します。個人の成長の機会を促進する。個人の努力を称え、プログラムが地域社

会に関連し、会員にとって充実したものであることを確認するために、プログラムを評価しま

す。会員のことをよく知る--何が起きているのかを知る。メンバーの生活の中で状況や変化が

起きれば、Pilotに対する態度も変わってくるでしょう。 

あと数ヶ月で、もう一つの Pilot年度も終わりを迎えようとしています。皆さんの目標のほ

とんどが実現されたことを願っています。 

新会員の募集を終了しても、新会員を募集するだけでなく、新会員を見つけた後も会員を維

持し、モチベーションを高めるために必要なことを行うための努力を継続することができま

す。アトランティックシティで皆様にお会いできることを楽しみにしています。会員増強ワー

クショップに参加して、新しい洞察とアイデアを得て、各クラブに持ち帰ることを期待してい

ます。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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Ｐ２０～  ヘルメットプロジェクト （和訳略） 

Ｐ２２～２４ クラブからのトピックス 

Ｐ２５   PIFF奨学金などの締切日 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

アンカーの記事 

Ｐ２６～  アンカーニュース  ２０２０年５つのアンカークラブができました！ 

ニュー・アルバニー高校       バーノン高校       レイク・ウェアー高校 

 

 

 

 

チェイス高校          ウェスト・フォーサイス高校 

 

その他 アンカークラブエッセーコンテスト・アンカーアワード・ 

アンカーアドバイザーアワード・コンパスクラブについて等 

（※ HPより 各表彰者は６月１日に発表されます） 

 

 



p. 10 

 

★アンカーコーディネーター ヘザー・トンプソン 

素晴らしいアンカーの皆さん、お元気でお過ごしのことと思います。 

私は毎日皆さんのことを考えています。アンカーの皆さん、特にシニ

アの皆さんは、皆さんがいなくなって悲しんでいますが、皆さんはとて

も強く、未来は明るいですから、このような些細なことで未来が損なわ

れないようにしてください。頑張ってください、私たちはこれを乗り越

えるでしょう。私たちは今、歴史の中で完全に予想外の、私たちの手に負えない時代に生きて

いますが、それでも少しでも希望と励ましを他の人に広めることができないということではあ

りません。デズモンド・ツツの言葉を借りれば、「希望とは、すべての暗闇にもかかわらず、

光があることを見ることができることです」 

アンカーの皆さん、光になりましょう。皆さんが家にいる間に、希望を必要としている人に

小さな「光」を送る方法を見つけてください。それは、医療従事者や介護施設の患者に送る手

作りのカードでも何でも構いません。ソーシャルメディアでライブをしたり、子どもの本を読

んだり、簡単なクラフトのチュートリアルをしたり、家に閉じこもっている幼い子どもたちと

共有できるような短い寸劇を披露したりするのもいいでしょう。あなたがしなければならない

すべては、あなた自身のユニークな方法でそれを示す方法を見つけることです。 

アンカーの皆さん、皆さんは本当に素晴らしい方ばかりで、私は皆さんがこの時代の暗闇を

どのように乗り越えて、私たち全員が必死になって見なければならない「光」になるかを見る

のが待ちきれません。 

"私はあなたを誇りに思っています。あなたにも誇りに思ってほしい。" 

-フレッド・ロジャース 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

Ｐ２５             マッチング・グラント  

フロリダ地区のタラハシー・パイロット・クラブは、グレッチェンのための新しい機器を購

入するために、パイロット・インターナショナル・ファウンダーズ・ファンドのマッチング・

グラントを受け取り、大変感激しました。 

エバーハートのセンサリールーム。これらのアイ

テムは、子供たちが五感を発達させて、五感を働か

せるのに役立ちます。 
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南西地区のパイロット・クラブ・オブ・ベレンは、ニューメキシコ州ロスルナスにあるプリ

ズム治療社のクライエントと家族に重要な直接指導を行うプロメテウス・ボードの購入に使用

するため、パイロット・インターナショナル・ファウンダーズ・ファンドからマッチング・グ

ラントを授与されました。 

プリズムは、自閉症やその他の神経疾患と診断された人たちに集中的な治療的支援を提供し

ています。 

日本地区の広島パイロットクラブは、ダウン症のヒップホッパーグループ「I4P」を支

援するためのパイロットウォークイベントにマッチング助成金を授与されました。これは、同

グループのダンスパフォーマンスを披露する機会となり

ました。 

パイロットウォークは広島平和記念公園で開催され、

多くの人が訪れ、パフォーマンスを鑑賞しました。観客

は、彼らの前向きな生き方に感銘を受けていました。広

島 PCは、このプロジェクトのおかげで、市民への認知度

を高め、家族や介護者を励ますことができたと考えてい

ます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

Ｐ３０～３１ メモリアル・栄誉賞 

 

Ｐ３２    今後の PIコンベンションについて 

     ２０２１年７月７日～１０日    ジョージア州アトランタ 

     ２０２２年６月２９日～７月２日  ニューヨーク州ロチェスター 

     ２０２３年６月２８日～７月１日  ワシントン州ベルビュー 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 


