
  

 

 

     

 

 

       パイロットは水先案内人           

      

  

 暑中お見舞い申し上げます。 

            。          

ＰＩは変革を求めて新方針を発表しました。2013年 

1月の中間会議で活動を次の 3分野に絞る決定を 

したのです。（2012年戦略計画調査に寄せられた会員の 

ご意見をまとめたもの。） 

                        すなわちパイロットのＡ・Ｂ・Ｃです。 

                        Ａ⇒アンカークラブ(青少年を育成して指導者へ導く) 

                        Ｂ⇒脳の安全と健康(脳関連を再定着させる。) 

                        Ｃ⇒援助が必要な家庭へのケア(高齢者ケア―を含む) 

                          更に Pick Me Ups(元気つけ)運動を創設 

                        １１月第２週を【国際ケア＆親切週間】にしました。 

                           Do More,Care More,Be More です。 

                        これを受けて、今期の大きなテーマとして、次世代 

                        パイロット人材確保のためにもアンカー会員育成に 

                        大きな力を注いでいくとゆうものです。 

                        ブレインマインダーズも秋にはリニューアルされる予定 

                        の新キャラクター達と共に更にパワーアップして 

                        推進していく方針を決めています。 

                        日本は世界一の長寿国になりました。高齢者が益々 

                        元気に地域社会で活動出来る取り組み、寝たきり高齢者 

                        にならないため、させてはならないために、出来ること 

                        に取り組みたいものです。 

                          Care More  

                        地域社会へ風穴を開けていくパイロット活動を更に 

認知されることこそが、 

今、最も求められているのではないでしょうか。 

 

ともあれ健康第一です。体調管理には御留意くださり 

皆様とご一緒に一歩ずつ前に進めてまいりましょう。 

 

＊第２４回秋の審議会・ワークショップ 

                         日付：２０１３年９月７日(土)～８日(日)    

                         場所：イイノホール＆カンファレンスセンター 

                        目から鱗のサプライズな新しい取り組みについて 

                        ご一緒に楽しく学びあいましょう。 

  発刊日 ２０１３年 ８月          是非、ご参加をお待ちしております！！！ 

                            

 

～Do More.Care More.Be More～ 

～もっと奉仕を、もっと思いやりを、もっと拡大を～ 

 新年度にあたり    

  
2013-2014 年度 DAC 

ガバナー     伊藤 恭子 

 〒206-0022 

  東京都多摩市聖ヶ丘 3-69-2                

    TEL/FAX: 042-372-4643 

    携 帯：090-9315-1608           

    Mail: ito-kyo@bd5.so-net.ne.jp 

 

 ガバナーエレクト 武川 路代 

  〒631-0806 

  奈良市朱雀 5-1-1  43-108 

  TEL/FAX: 0742-72-4324  

    携 帯：090-4565-7712 

    Mail: michiyo3@hb.tp1.jp 

 

  ルテナガバナー 庄嶋 施喜子 

  〒814-0002 

    福岡市早良区西新 2-17-6-405        

    TEL: 092-831-1504/ 

    FAX: 092-831-0542 

  携 帯： 090-1570-5753 

  Mail: sekiko27@jcom.home.ne.jp 

 

 ディストリクト書記 田原 敏子 

  〒731-0122 

  広島市安佐南区中筋４丁目 12-12-206 

  TEL/FAX: 082-879-2065 

  携 帯： 080-2908-7736 

  Mail: toshiko@quartz.ocn.ne.jp 

 

ディストリクト会計 松川 英子 

  〒658-0073 

  神戸市東灘区西岡本 2-7-2-821 

    TEL: 078-436-7660 

    FAX: 078-436-7660 

    携 帯： 090-3281-0009 

    Mail: eiko-matsukawa@juno.ocn.ne.jp 

 

 

 

ガバナー 伊藤 恭子 

      Ｎｏ．１ 

mailto:ito-kyo@bd5.so-net.ne.jp
mailto:michiyo3@hb.tp1.jp
mailto:sekiko27@jcom.home.ne.jp
mailto:toshiko@quartz.ocn.ne.jp
mailto:eiko-matsukawa@juno.ocn.ne.jp


ＤＡＣ役員よりひとこと 

             

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     

 

            

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-2014 年度主な行事        

 
＊第９２回ＰＩコンベンション＆リーダーシィップ カンファレンス              

  日付：２０１３年７月１０日(木)～１３日(日)    

場所：ルイジアナ州 ニューオリンズ 

    アンカー１名を含め 32名の参加者のもと 

無事に終了いたしました。     

      詳細は秋ワークでご報告いたします。           

 

＊‘２０１３’パイロットウォーク 

日付：２０１３年１０月６日(日)  場所：全国各地 雨天決行 

詳細はホームページをご参照ください。 

＊第２４回ＰＩ日本ディストリクトコンベンション 

   日付：２０１４年４月１８日(金)～２０日(日)    場所：ホテルグランビア広島  

会 計       松川 英子(大阪ＰＣ) 

今年一年、会員皆様方の会費のお手伝いをさせていただきます。 

会員数が減少の中、いかにして資金の増加を図るべきか、ワークショップ・

コンベンション・パイロットウォークなどの参加によっても、資金の幅が 

広がります。皆様、どうか大いに参加の方よろしくお願いします。  

 

 

ルテナガバナー   庄嶋 施喜子(福岡ＰＣ) 

伊藤ガバナーのもと、ＤＡＣ・アポインティーの皆さまとの絆を 

深めながら、この一年頑張ってまいります。 

皆様どうぞご指導よろしくお願いいたします。 

                      

 

        ガバナーエレクト  武川 路代(奈良ＰＣ) 

         来期からは秋ワークの廃止も決定され、大きく変革される時期に 

なりました。この一年間は模索の年になるでしょう。 

会員全員の意向を取り入れながらも、新しく生まれ変わるチャンスに 

なるかもしれません。皆様とともにディストリクト発展のために力を 

注ぎたく御支援よろしくお願いいたします。            
 

 

書 記      田原 敏子(広島ＰＣ) 

各クラブの皆様とのコンタクトを密にさせて頂く機会をいただき、正しい情報発信を

心がけたいと思っております。伊藤ガバナーのもと、ＤＡＣはじめディストリクトチーム

の皆様と一丸となって力を合わせ、ディストリクトの運営に努力して参りたいと 

思います。ご協力頂きます様、宜しくお願い申し上げます。 
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                 お 知 ら せ 

2013～2014 年度ディストリクトチーム紹介 

              

★クラブ訪問担当者 ★ 

 

ガバナー 

 伊藤 恭子 

 

福岡ＰＣ・東広島・ウイング広島本郷ＰＣ・コザＰＣ・沖縄ＰＣ 

奈良ＰＣ・にいがたＰＣ・東京ＰＣ・熊本ＰＣ・熊本南ＰＣ 

佐賀ＰＣ・札幌ＰＣ・三原ＰＣ 

 

ガバナーエレクト 

 武川 路代 

 

鹿児島ＰＣ・APOLLO東京ＰＣ・びわこＰＣ・福島ＰＣ・さつまＰＣ 

一関ＰＣ・２１東京ＰＣ・八王子東京ＰＣ・富山ＰＣ・仙台ＰＣ 

大阪ＰＣ・金沢ＰＣ・牟礼香川ＰＣ 

 

ルテナーガバナー 

 庄嶋 施喜子 

 

HAKATAＰＣ・広島ＰＣ・尾道ＰＣ・盛岡ＰＣ・大分ＰＣ・桜東京ＰＣ 

東松山ＰＣ・高崎ＰＣ・神戸ＰＣ・ダイヤモンド東京ＰＣ 

秋田ＰＣ・むさしのＰＣ 
 

ＰＩＦＦ 代表 那波 常(秋田) ﾒﾝﾊﾞｰｼｯﾌﾟ・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 安斉 裕子(福島) 

ﾒﾝﾊﾞｰｼｯﾌﾟ・ﾒﾝﾊﾞｰ 大貫祝子(ウイング広島) 資金調達ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 鈴木 由利(熊本) 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 伊妻 三恵子(びわこ) アンカーｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 中山 華子(鹿児島) 

パーラメンタリアン 内田 民以(東松山) チャプレン 植原 菊枝(高崎) 

第 9２回 PIC参加者委員長 牧野 裕子(むさしの) PIC委員会副委員長 森主 真弓(さつま) 

第 2４回秋のﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 

委員会委員長 

齋藤 紀子 

(ダイヤモンド東京) 

第 2４回秋のﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 

委員会副委員長 

磯村 みどり 

(ダイヤモンド東京) 

第 2４回 PI 日本ﾃﾞｨｽﾄﾘｸﾄ 

ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ委員会委員長 

檜山 博子(三原) 

(戦略策定委員兼務) 

第 2４回 PI 日本ﾃﾞｨｽﾄﾘｸﾄ 

ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ委員会副委員長 

出田 順子(三原) 

 

第 2４回 PI日本ﾃﾞｨｽﾄﾘｸﾄコ 

ﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ委員会副委員長 

大原 静代(三原) 

 

戦略策定委員会委員長 

 

有村 悦子(鹿児島) 

戦略策定委員会委員 新田 八朗(富山) 戦略策定委員会委員 中島 恵子(桜東京) 

戦略策定委員会委員 杉村 良子(奈良) 戦略策定委員会委員 石橋 正利(アポロ東京) 

戦略策定委員会委員 小松 恵理子(鹿児島) マニュアル担当 土岐 正子(奈良) 

会計監査 青木 恒夫(福島) 会計監査 阿部 順子(盛岡) 

口座引落担当 板倉 由美子(福岡) 名簿管理担当 小笠原 直美(盛岡)  

広報担当 三木美千代(牟礼香川) ＩＴ担当・ホームページ管理 森永 久子(むさしの) 

 

HP 各クラブのブログを充実・活用しましょう！ 

チャリティーイベント・行事・その他活動の様子をメールにてお知らせ下さい。 

パイロットクラブの活動をタイムリーに、また分かりやすく、情報提供を出来るように各クラブのホームページ・ 

ブログ内容を充実・更新させていきたいと思っています。 よろしく、ご協力をお願いいたします。 

 

資料送付先； 森永久子 chako@yahoo.co.jp ・三木 美千代 m-michy6037@me.pikara.ne.jp 

 

mailto:chako@yahoo.co.jp
mailto:m-michy6037@me.pikara.ne.jp

