
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       祈りのことば 台パイロットクラブよりのメッセージです 

 

PILOT だより     ＮＯ２ １０月 

 

 

 
  

～Do More.Care More.Be More～ 
～もっと思いやりを、もっと奉仕を、もっと拡大を～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

                  

 

 

PILOT NEWS  No.4 

発行日：2011年5月1１日 

 

          ガバナー 伊藤 恭子 

 

酷暑の夏が過ぎ、秋には大きな台風による被害など 

厳しい自然と対峙しなければならない日本列島です。 

皆様の地域では如何でしょうか。 

お見舞い申し上げます。 

 

さて、第24回秋の審議会・ワークショップには 

パイロット・ノンパイロット・アンカーの方  々

計187名にご出席いただき、ご協力に感謝致します。 

今回初めて出席された方々、お久しぶりに出席された

方々、いつも出席くださる方々いずれも東京霞ヶ関・

イイノホール＆カンファレンスセンターで親しく 

一堂に会し交流を深められたことと思います。 

各コーディネーター、メンバー、各種委員会、 

WS委員会、ホスティングクラブの方々の 

ご協力により無事に終了することができましたことに

心より感謝申し上げます。 

 

 

     １０月の行事予定                  

 

＊２０１３・パイロットウォーク 

 日付：２０１３年１０月６日（第１日曜） 

 場所：全国各地 

 脳外傷の方々との交流をしながら、 

秋空の下、皆で元気にあるきましょう。 

報告書提出も、よろしくお願いいたします。 

 

＊１０月１８日はパイロットクラブ創立記念日 

パイロットの歴史を学ぶ機会にいたしましょう。 

 

＊１０月はメンバーシップ月です。 

メンバーを大切に思いやりましょう。 

 

＊１０月・１１月はクラブ訪問がはじまります。 

 ディストリクトの情報をお伝えし、皆様の御意見を 

 おうかがしながら、訪問が実りある時間となること

を願っております。 
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   ２０１３年９月７日(土)～８日(日) ：会場 東京・イイノホール＆カンファレンスセンター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

ＰI新戦略を秋ワークで改めてご紹介し日本ディストリクトとしてどのように取り組むか。 

各コーディネーターを中心に会員各位とご一緒に議論して頂きました。それらをうけて、ここに今期活動に 

向けてご提案します。 

１．ＰＩ新戦略を受けて日本ディストリクトに相応しい形で実践する。 

① アンカー育成に力を入れ、アンカーコンベンション開催可能な方向性を見出す。アンカーを持つクラブ、

持たないクラブもともにアンカーを支援する。 

② ブレインマインダーズ活動を継続し、脳の安全と健康のため予防活動の実践及び脳関連障がい者への支

援活動を継続する。 

③ 家庭介護者へのケアを行い「世界おもいやりウイーク」にとり組みPick Me Ups「元気になってね」キ

ャンペーンを新設し展開する。 

２． パイロットウオークの継続実施。 

３． 会員増強に一層の力を入れて、30～50名増強を目指す。 

全都道府県に一つのクラブが存在するように新クラブ設立を目指す。  

４． 国際ボランティア団体としての認知度アップに努め、情報を内外に提供するためにホームページの充実を

図る。 

５． 具体的な活動として次のプロジェクトを立ち上げる。 

① パイロット映画上映会の実施 

② パイロット講演会の実施 

６． パイロットを理解してもらうための声掛けキャンペーン実施。 

以上を踏まえて今期の活動をご一緒に進めて参りましょう。 

そして次のことを肝に銘じて実践しましょう。  I am a PILOT 一日一度は、声掛けを！          

2013～2014年度 ガバナー   伊藤恭子 

 

第２４回 秋のワークショップ特集 

  

 

☆映画鑑賞＆講演 

映画（アニメ）「明日の希望」山田火砂子監督 

  ―たび重なる事故で、右目と両腕を失いつつも、事業を立ち上げ多くの障がい 

    者に、仕事と希望を与えた男（高江常男）の感動の実話― 

 

 



＊メンバーシップコーディネーター  安齋裕子(福島ＰＣ) 

           メンバー   大貫祝子(ウイング広島ＰＣ) 

                       

＊第24回秋の審議会・ワークショップ9月7日～8日東京イイノホール＆カンファレ

ンスセンターにて、盛大に開催されました。全国各クラブの会員様方のお元気な、ご

様子が伺えて安心致しました。 

今回は、全員参加型の映画鑑賞を共有基軸としての各部活性について３つの 

テーマの基にグループデスカッションが行われ、各会員相互から活発な意見が出され

有意義な時間を共有する事が出来ました。また、今期周年事業を計画されているクラ

ブも多くＰＲも兼ねてご紹介いたしました。全国各クラブの会員様が、元気に活動 

なさっている後姿をみてパイロットを理解して、一人でも多くパイロットの仲間になって頂ければ幸いです。 

 

＊ 資金調達コーディネーター   鈴木由利（熊本ＰＣ） 

今期も「各地域の特産物の通信販売」を資金調達の継続推進項目のひとつに掲げました。 

秋ワークでのパイロットのホームページ学習でこれからは簡単にホームページを開い

たり記入する事が出来るようになり、自クラブの紹介は勿論、各クラブとの相互協力

は資金調達にもつながると思います。ホームページの会員専用ページ物品販売を活用

して積極的に資金調達に励まれてクラブの活性化に繋げてほしいものです。 

 

＊プロジェクトコーディネーター    伊妻 三恵子(びわこＰＣ) 

           プロジェクトは現在までにブレインマインダーズ、パイロットウォークなど各クラブ

で地域に密着した活動をしてきました。継続は力なり、パイロット活動も同じです。

しかし、会員が増えているクラブもありますが、減少しているクラブが多々あり、如

何にクラブを活性化するかが問われるところです。 

秋ワークでは山田火砂子監督の講演と映画「明日の希望」を鑑賞しました。 

障がい者が「障がい者の店」と謳わず事業者として取り組んで成功した映画です。 

今、社会に求められている障がい者も健常者も一緒になって働ける場を作る道筋が描

かれていますが、そのような施設は必要とされています。 

是非、この映画鑑賞会を各クラブの地域で開催して輪を拡げて頂きたいと思います。地域の施設を利用して

大小を問わずに上映会ができるのではないでしょうか。 

この映画会をきっかけに各クラブで開催をご検討ください。 

いつでもご質問ご相談に応じます。会員の少ないクラブでも取り組み可能と思います。 

びわこPCも取り組みます。地域に呼びかけてパイロトクラブの存在の輪を更に広げましょう。 

                           

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★日比谷公園散策ウォーク やむなく中止 

ワークショツプ委員会さんもウォークの件で何度もコースを下見され皆様が 

ご尽力くださっていましたが 

倖田來未さんの突然のライブで、散策ウォークを中止させて頂きました。 

皆様、快くご了解くださいました事に感謝致します。  

参加費は166,000円でした有難うございました。   

―ルテナガバナー  庄嶋 施喜子― 

 



～アンカー部 報告～  アンカー コーディネーター 中山華子（鹿児島 PC） 

 

        秋のワークショップでは、皆様に多大なる支援金等をいただきありがとうございました。 

 金額の詳細、使途は後日、ご報告いたします。 

PI・PI日本ディストリクトとアンカークラブとの関係強調やさらなる支援などに 

ついてWSでも申し上げました。この推進は、継続しながら地道にパイロットと 

アンカーの交流を深め、将来のパイロットへと導いていきたいと思っております。 

今回のアンカー学生の参加した感想を抜粋いたします。 

・ パイロットの方々と交流できて、次の活動にも行きやすくなりました。 

・ パイロットとアンカーの関係を知れて良い経験となりました。 

・ パイロット関係のイベントに参加する第一歩が難しい。 

・ パイロットとの関係を下級生に教えていくのがとても難しい（自分達もまだまだ理解不足なので） 

・ 旅費がかかるのでWSやDCにはなかなか多人数で参加できないが、参加すると多くのことを学び、他

クラブとの悩みや話し合いから自分達の反省もできる。とにかくたくさん活動し資金を作り後輩たちに

もたくさん参加させてあげたいと思った。思い出にも社会勉強にもなる。 

パイロット会員も同じだと思いますが、全国の会議に出て全国の会員達と交流することでまたWSにDC 

に参加したい！みんなに会いたいなと思うようです。 

 

 

 

 

アンカー会員の大切な交流イベントの一つです。 

IBU大阪アンカークラブ主催の第２回アンカー合宿 

１．日 時：2013年9月10日～9月12日 

２．場 所：大阪国際ユースホール・大阪羽衣青少年センター 

３．内 容：交流、ディスカッション、レクリエーション練習など 

４．参加者：IBU大阪AC（17名）、高崎AC（2名）、東京AC（2名）尾道AC（3名） 

 

                              

          （合同合宿）                  （秋ワーク）  

 

”キャッチフレーズ決定 ！ホームページをご覧ください” 

         

 

 

アンカークラブが合同合宿を行いました！ 

輝け！パイロット！！ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

・新ホームページ公開クラブ誕生（９月２５日現在） 

神戸ＰＣ・熊本ＰＣ・牟礼香川ＰＣ・むさしのＰＣ ・ダイヤモンド東京ＰＣ 

  ・初めて挑戦した方から、編集が終わってみると楽しかったという感想も聞こえてきます。 

   「案ずるより、生むがやすい」、とにかくチャレンジしてみましょう！ 

  ・いつでもＩＴ担当：森永と木村がお手伝いいたしますので、メールにてご連絡ください。 

   

・ホームページは一般の方々に公開しますので、世界中からアクセスできるようになり、 

パイロットの認知度アップに繋がります。 

   情報交換と奉仕を高めるサイトをＵＰするために、オリジナリティに溢れたＨＰに挑戦して下さい 。 

  

  ※ホームページ作成上の注意点 

   ① 公開される写真の肖像権の問題に気をつけて下さい。（掲載には許可を得ること） 

   ② 使用する写真等の画像ファイルは画像サイズを小さくすること。（大きすぎると貼付時に難） 

   ③ 個人情報の漏えいやプライバシーの侵害等の内容配慮のこと。 

                       ＩＴ担当・ホームページ管理  森永 久子 

                                      木村 裕紀  

 
 

お 知 ら せ 

★ＰＩＦＦ                 ＰＩＦＦ レップ 那波 常 

☆寄付金報告について 

２０１３-２０１４の寄付金として全クラブから下記の送金を頂きました。 

    ペースセッター  ＄５，４９０  

スイートハート  ＄１，４６０ 

ゴール      ＄９，５１０  合計 ＄１６，４６０ 

ご協力ありがとうございました 

☆助成金申請について 

   申請要綱の改訂版が例年より遅れて９月に届きましたので、 

   今年度のみ、申請書の受付締切が１０月８日になりました。 

☆新しい送金報告書と助成金申請要綱及び申請書がディストリクトのホームページに

アップしました。どうぞご利用下さい。 

   

 

９月の新入会員のご紹介 

盛岡PC   小 林 春 子 様（こばやし はるこ）         

さつまPC  新屋敷 美和子 様（しんやしき みわこ）  

          会員総数：５６３名（期首）＋２名＝５６５名 

 

http://www.illust-box.jp/sozai/16279/

