
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       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 ＮＯ５ ５月 

 ＮＯ５ 

 2月 

 

 

 

  

～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～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

                  

 

 

PILOT NEWS  No.4 

発行日：2011年5月1１日 

 

          ガバナー 伊藤 恭子 

北海道にはライラックも咲き街には春の訪れにホット 

しているとの便りが聞かれます。 

沖縄ではターコイズブルーの海辺で水しぶきを浴びて波乗

りをする人々でにぎわっているようです。日本列島の季節感

はそれぞれに若干異なりますが、五月晴れが日本列島に広が

る季節になりました。 

さて、会員各位のご協力により、第２４回ディストリクト

コンベンションは初出席者を含めて２４０名となりました。 

ＤＡＣ，ホスティングクラブ・三原ＰＣ会員も感謝で一杯で

ございます。改めて全国からご出席して下さった会員各位に

お礼を申し上げます。 

コンベンションでは、今期の取り組み“パイロットのＡＢＣ”

―Ｃ「国際ケア＆親切月間」に共感したクラブでの取り組み

も紹介することができました。 

初日のワークショップとして、Pick Me Ups(元気づけ)に 

ついて、ジュディＰＩ会長にはアメリカでの取り組みを紹介

していただきました。なるほどと頷いている会員の方々も 

あり励まされました。益々ケアについて様々な角度から取り

組みをしていかねばなりません。 

水先案内人としてのパイロットの役割を今後も果たして 

いけるようにと願わずにはいられません。 

また「災害と女性～被害に学ぶ東日本大震災」として 

堂本暁子氏から多くの示唆を頂きました。 

異常気象の続く地球規模の災害多発に取り組みを忘れては

ならないことでしょう。 

今回のコンベンションは広島県広島市で開催されました。

広島市は「非核宣言都市」でコンベンション開催期間の表敬

訪問先は広島市長・、広島県副知事、原爆資料館等でした。 

平和公園では敬虔な祈りとともに献花を行いました。 

爆心地から数百メートルの自宅は跡形もなくなり、１２歳で

被爆をした広島ＰＣ・河田和子会員の先導を受けたジュディ

ＰＩ会長、ビリーＰＩＣ委員長は深い感慨を受けられた 

ご様子でした。また、世界的に有名な“佐々木貞子の千羽鶴

の像”の前では修学旅行中の中学生たちが「原爆許すまじ」

を歌い「過ちは二度と繰り返しません。」と彼らが誓う姿を、 

お二人はじっと見つめていました。 

 
広島県で開催された第２４回コンベンションは県在住の 

多くの姉妹クラブ会員にご出席して支援して頂き 

(友情と奉仕)に感謝申し上げます。 

 

 

 

 

 

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@m01.fitcall.net 

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： 090-1510-5753 

  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 

 

 

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


 

 

         日時：2014年4月18日(金)～20日(日) 

         場所：ホテルグランビア広島     

ガバナー ：伊藤恭子 ホスティング：三原パイロットクラブ 

             コンベンション委員会 委員長： 檜山 博子 

★4月17日(木)  

✻ 表敬訪問 (広島県庁・広島市役所)    13：00～15：00    

               
ＥＣＲ(ジュディ・ラングレイＰＩ会長＆ビリー・ストゥデマイヤーＰＩＣ委員長) 

伊藤恭子ガバナー・檜山博子ＤＣ委員長・河田 和子会員・通訳 久保菊子の皆さんが表敬訪問されました。 

                  
  折鶴を奉納する子供達と一緒に                    原爆資料館副館長の説明に驚きを持って見入る二人 

              原爆慰霊碑の前で 

 

★4月18日(金) 

✻ 開会式   17：00～17；50  

  和やかな雰囲気の中、気品にあふれた開会式が執り行われました。 

        
檜山ＤＣ委員長入場         広島県知事・湯崎英彦氏御挨拶       伊藤恭子ガバナー 開会宣言 

                                

       祈りの言葉 植原菊枝チャプレン            ゲストＰＩ会長祝辞 

第２４回ＰＩ日本ディストリクトコンベンション 

 

国際非核宣言都市の広島市

長と握手するジュディ会長 

「帰国後ダーリントン市長

にも進言」 

 



✻なごみの会   18：00～20；50 

          ✻広島ジュニアマリンバアンサンブル・コンサート 子供たちの素晴らしい演奏に感動！ 

         

   

★ 4月19日(土)  

✻ 講演会  13：00～14：20   

      演題：「女性と災害・被害に学ぶ東日本大震災」 前千葉県知事 堂本 暁子氏 

     

✻ 合同分科会  14：40～17：00  (各活動部報告＆アワード表彰) 

◎メンバーシップ表彰：コーディネーター 安齋 裕子(福島ＰＣ) メンバー 大貫 祝子(ウイング広島本郷)           

      

金賞 びわこＰＣ            銀賞 福島ＰＣ            銅賞 コザＰＣ 

少数会員のなかで、奉仕活動に積極的に取り組み、今期４名の会員増強で金賞を受賞！（びわこＰＣ） 

◎資金調達受賞クラブ表彰     資金調達コーディネーター 鈴木由利(熊本ＰＣ) 

     

ＰＩ会長も大うちわを

持って大ハッスル！ 

三原市長さんもやっさ踊りに

ノリノリ！！ 

ほんごう商工祭り“パイロットチキン” 

出店でのみんなの笑顔が 

 金賞: ウィング広島本郷ＰＣ 

を獲得！！ 

   ―― 



                     

   ◎プロジェクト受賞クラブ表彰  コーディネーター  伊妻 三恵子(びわこＰＣ)          

      
特別賞 大阪ＰＣ             団体賞 福島ＰＣ ・ 団体賞 仙台ＰＣ 

  ※カンボジア政府より感謝状を受領 

       
      

                       

 ◎パイロットウォーク・フレンドリー賞受賞 東京 5クラブ合同ウオーク   

    

 

✻ 就任式   18：00～20：30                   ✻閉会 4月 20日 11；50         

      

    次期役員                  次期クラブ会長        伊藤ガバナー閉会の挨拶 

金賞 盛岡ＰＣ  音楽交流賞 

被災地への意識を風化させない為、震災 

直後から御遺体の復元ボランティアをされて 

いた納棺師・笠原留以子様の講演会とチャリ 

ティー・ファミリーパーティを企画 

実行委員長 川端千鶴(21東京ＰＣ) 

  豊かな木々に囲まれ、車いすを先頭に北の丸公園を歩きました。 

参加クラブ ・21東京ＰＣ・ダイヤモンド東京ＰＣ 

・桜東京ＰＣ・東京ＰＣ・APOLLO東京Ｐ

Ｃ 

 

 

             

             

            

 

銀賞：福岡ＰＣ 

  チャリティコンサート 

銅賞：広島ＰＣ 

  映画会「人生いろどり」  

銀賞：尾道ＰＣ 

   さつき作業所 

銅賞：熊本ＰＣ 

    しんか展 

２クラブ合同での被災地支援 

原発被災地訪問として、南相馬市小高地

区で再開に取り組んでいる知的障がい

者施設３ヵ所を訪問し寄付金を贈呈 

 



  ✻ アンカー部ＤＣ活動報告     アンカーコーディネーター 中山 華子(鹿児島ＰＣ) 

       アンカー参加者  アンカー学生 16名 アドバイザー 4名 

      今回のコンベンションが広島県で開催ということもあり、平和についてきちんと考えてみるという趣旨 

のもとアンカープログラムを進めていきました。 

◎広島原爆資料館見学 18日（金）14：00～16：30 アンカー12名・アドバイザー1名・Ｐ会員2名 

ボランティアガイドさんの話を聞きながらの見学でしたのでピンポイントで分かりやすく理解で

きとても良かったです。つい目をそむけてしまいがちな光景ばかりでしたがきちんと学ばないとい

けないことも良く分かりました。 

最終日には、「被爆体験朗読会」というプログラムを実施いたしました。 

実際に、体験記の朗読を聞き、学生たちも朗読し被爆体験された方々の詩を声に出して読みそれに 

ついて意見を交わすという貴重な有意義な内容でした。 

アンカーの学生の感想を抜粋で掲載します。 

✦今までの私にとって、原子爆弾とは教科書に載っている昔のこと、のように感じていました。 

そのため今回の朗読会に参加して、今でも原子爆弾の後遺症に苦しんでいる人が大勢いることを知

り、驚きました。また、実際に被爆体験した人のリアルな詩を聞き、声に出して読んだことで遠く

にあると思っていた原子爆弾を身近に感じました。 

     ✦原子爆弾の恐ろしさ、戦争の虚しさ、また家族との別れ。 戦争や原子爆弾はあってはならないもの

だと強く感じ、その恐ろしさを語り継ぐことの大切さを身を以て学ぶことができました。 

✦コンベンションでは全国のアンカーの方々と原爆資料館での施設見学やミーティングをたくさん重

ね、自分達の問題点やその解決策など、普段できないことを別の視点から聞くことができ、とても

良かった。 

✦平和と核について考えるようになった。小学生の時に訪れたことがあったがその時は怖いとしか思 

わなかった。過去を振り返ることは未来への責任となると思う。 

✦昔の貧しさを感じた、平和ということを考えた。今後に生かしたい。 

皆、涙を流しながら熱心に考え感想を述べていました。被爆者体験記を朗読された「国立広島原爆死没者 

追悼平和記念館」の方々も、学生たちがとても純粋なので、こころにすっと入っていくのを見ていてとても

感動しましたとおっしゃっていました。 

今回のコンベンションでは、学生同士のコミュニケーションを重視しました。 

私たちパイロットメンバー同様、友達になるとまた会いたくて参加したいのです。同じ志のある友を得る機会 

というのは素晴らしいことだと思います。 

そしてパイロットの皆様からも沢山の支援金を頂いております。彼等は素晴らしい可能性をたくさん秘めてい 

ます。必ず将来、ボランティアリーダーとして活躍することでしょう。素晴らしいことだと思います。 

一緒に活動しますと元気と笑顔になりますよ～！  今後とも皆様のご支援よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      “ 次のＰＣをになう若者たち” 

                        



 

 

● 東日本大震災から3年・これからの福島は・・・ 
東日本大震災から 3 年、家屋の崩壊、行方不明者の捜査は未だに続いております。仮設住宅の数は以前と変わ

らず、福島の放射能値は天気予報と同じく毎日報道されております。特に福島県でも浜通り地区の障がい者施設は、

原発事故に伴い避難を余儀なくされております。未だに瓦礫の撤去・除染が進まず、元に戻る事が出来ず福祉型応

急仮設住宅にて生活をしているのが現状です。施設の利用者や保護者が、安心して生活が出来る日が―日でも早く

来ますように、福島パイロットクラブの支援の継続テーマとして取り組んでおります。県外に出ると何事もなかっ

た様な雰囲気を感じる時もあります。この先何十年も放射能の問題を抱え生活をしていかなければならない。県民

にとっては、未来のある子ども達をオールジャパンで守らねばと思っております。 

 

 

― 仙台・福島PCとの原発被災地合同訪問 ―                  

（太陽学園へ寄付金贈呈）          （さぽーとぴあ・ほっと悠へ寄付金贈呈） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013～ 2014年度 物故者       

日本ディストリクト・クラブでご活躍いただきました方々に、謹んで御冥福をお祈り申し上げます。 

 故 宮原   頼子 会員  鹿児島パイロットクラブ 

 故 久保田 千恵子 会員  盛岡パイロットクラブ 

 故 築地   容子 会員  大阪パイロットクラブ 

 故 下    豊子 会員  神戸パイロットクラブ 

 故 こもだ たかこ 会員  APOLLO東京パイロットクラブ 

 

第24回PI日本ディストリクト コンベンション”を終えて 

                       DC委員長 桧山博子 (三原PC)  

皆様方のご協力のお蔭で、“第24回PI日本ディストリクトコンベンション”を無事、終える

ことが出来ました。 ここに心よりお礼を申し上げます。 

 ホスティングをさせて頂いた三原 PC 会員は、準備するうちに絆が一層深まり、大会当日は

個々の持ち味を随所で生かす事も出来ました。三原会員にとりましても楽しいコンベンションで

した。又ご参加された皆様方から、笑顔やねぎらいの言葉をいっぱい頂戴しましたので、会員一

同疲れを感じる事なく取り組めました。私達ホスティングにとりましては、全国から 240 名を

お迎えし、広島の地でコンベンションを成し遂げたという体験が、今後の活動に生かされればよ

いと思います。 

私もコンベンション委員長として、皆様方の惜しみないご協力のお蔭でお役をなんとか果たす

ことができました。皆様方に感謝あるのみでございます。 

誠に有難うございました。  来春、鹿児島のコンベンションでお会い致しましょう～～。 

 

 



 

 

                 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ＤＣでのアンケートの御報告    ルテナーガバナー  庄嶋 施喜子 

今期「介護者が必要なケアー」について推進をいたしました。 

ＤＣでは「介護者支援の取り組み実例紹介」としてＰＩ会長のお話を交えてワークショップをいたしました。 

終了後アンケートを実施いたしましたが回答クラブが少なく、まだよく理解できなく、日本の風土・習慣にどの

ように取り入れられるかと模索中のクラブも多いようでした。来期このテーマがもっと理解され地域・クラブに

沿った活動になる事を願います。8クラブより御回答をいただきました。ありがとうございました。 

①取り組みをしたクラブ⇒5クラブ 

  ・家族の心のケア・介護者を対象に傾聴ボランティア・場所を提供（コンサート） 

・障害者の作品を自ら保護者と共に販売(パイロット賞を贈呈) 

②来期から取り組みたいとの回答クラブ⇒2クラブ 

 

★ＤＣでの物品販売のご報告         資金調達コーディネーター ：鈴木 由利(熊本ＰＣ) 

＊提供品バザー＆ＤＡＣグッズ、バッジ、ＰＩFFのリボン販売での総売り上げ合計  299,200円 

各クラブの皆様のご協力で多額の売り上げになり、ありがとうございました。 

バザー販売にお手伝い頂きました方達 ・堀田美智子会員（札幌ＰＣ）、佐々木由紀子会員（東広島ＰＣ）、 

渡邊悦子会員（東京ＰＣ）、鳥井晴弥会員（秋田ＰＣ）、福井美穂会員（熊本ＰＣ） 

★ＰＩＦＦ・寄付口座にご寄付をいただきました（２月～４月間） 

  熊本ＰＣ・びわこＰＣ・佐賀ＰＣ・東松山ＰＣ・福岡ＰＣ・有馬万里代様(鹿児島ＰＣ) 

2月・3月・4月 新入会員のご紹介  

☆福 島ＰＣ 大和田 好男様(おおわだ よしお)  ☆大 阪ＰＣ 廣道 理知子様 (ひろみち りちこ)   

☆八王子ＰＣ 堀上  祐子様(ほりかみ ゆうこ)  ☆桜東京ＰＣ 高比良 美穂様 (たかひら みほ) 

☆鹿児島ＰＣ 中村 礼香様 (なかむら あやか)   ☆東京ＰＣ 神田橋 恵理子様 (かんだばしえりこ ) 

       栫  ちか子様 (かこい ちかこ)   

       山口 紀 子様 (やまぐち のりこ)  

       久木田 真奈美様 (くきた まなみ)    

☆金 沢ＰＣ 稲山   訓央様 (いなやま いさお)           

☆21東京ＰＣ 新井  久美子様 (あらい くみこ)  

       飯島   寛 子様 (いいじま ひろこ) 

☆ 

 

☆ 

 

☆ 

 

 

 

 

☆ 

☆ 

 

☆ 

 

           

  各クラブのホームページが公開されて８ヶ月。クラブの顔としてそれぞれに活躍中（*^_^*） 

  イベント・クラブ活動・支援先の様子・ファンドレ―ジング等々、情報は新鮮なほど美味！ 

  タイムリーに更新していただければと願っております。 

    

   １年間、ご協力ありがとうございました。来期は盛岡ＰＣ：小笠原 直美様のご担当になります。 

今後ともご協力のほどよろしくお願いいたします。 

                  ホームページ担当    森永 久子・木村 裕紀 

 

 

        

 

お 知 ら せ ＆ お 願 い 

 


