
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       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     ＮＯ３  12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 

街にはジングルベルの鐘の音が響きイルミネーショ

ンも美しく輝いています。 

新しい年を迎える準備に入る年の瀬となりましたが、

パイロット今期の折り返し点です。 

クラブ訪問では、それぞれの地域に根差した数々の

活動を知り得る良い機会を頂けたことに訪問者一同 

感謝しております。今後のパイロット活動への確かな

手ごたえを感じることができました。 

さて、今期の取り組み“パイロットのＡＢＣ” 

Ｃとしての 「国際ケア＆親切月間」は、 

“最も大切なこと”と共感して早速取り組まれた 

クラブがあったことは有難いことでした。 

Ａは、ディストリクトとして初のアンカークラブの 

鹿児島アンカーが20周年を迎えました。 

ＰＩでは“アンカー委員会”を設置して更に力を 

入れることになり、日本からの委員には、鹿児島アン

カー顧問の酒瀬川先生をご推薦しました。 

Ｂは、ブレインマインダーズの取り組みを継続するこ

とですが、新しいキットができることになっています。

今しばらくお待ちください。着衣“ぬいぐるみ”での

活動は年齢を重ねて段々辛くなる、との声もあり、 

装いの新たな展開も検討してみることも良いのでは 

ないでしょうか。さつまＰＣ・オペレッタや秋田ＰＣ・

ビデオ上映などのクラブもありますから様々なクラブ

の創意工夫オンパレードを春のコンベンションで紹介

してみることも検討課題かと思います。 

各クラブの周年行事は本編に寄稿して頂いています。

どうぞ、ご覧下さい。 

来期に周年行事を迎える各クラブでは、 

“友情と奉仕”の精神で“真実の道”を歩めるように、 

他クラブの例も参考にされながらより良い形で進めら

れることを願っています。 

どうぞ、良いお年をお迎えください。 

  

ＰＩ会長 Judy Langley氏とＥＣＲ役員より 

会員皆様へクリスマスカードが届いております。 

別紙にてお知らせいたします。 

ホームページにも掲載しております。 

発行日 2013年12月23日 
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心地よい秋風とともに、皆さんとご一緒に歩きました。 

 

   

 

 

 

 

 

    (沖縄ＰＣ)            （東松山PC） 

                   (東京5クラブ合同) 

 

                     

 

 

 

(三原ＰＣ) (福島ＰＣ) 

☆2013年10月6日(日)      実行委員長：ルテナガバナー 庄嶋 施喜子    

各地で工夫を凝らし地域に根差したパイロットウォークが催されました。 

今年も友情と奉仕の輪が広がりました。皆様のご協力に感謝申し上げます。 

全国レベル寄付先                 

① 被災地支援(東日本大地震)  ② たんぽぽの会（わたぼうし音楽祭）   

③ パイロットインターナショナル財団（ＰＩＦＦ） ④ ヘルメット助成金 ぬり絵 

⑤ 認知症協会 

 

 

 

 

 

 

 

 

※久々の西日本での開催です。全参加者トレーニングでしっかり勉強して、なごみの会で楽しく交流。 

翌日は講演会で感銘し、就任式で気を引き締めて、最終日にはエクスカーションで広島の街にレッツゴー…。  

1年に一度の貴重な機会、逃す手は有りません。 

≪迷っているあなた、今すぐ参加申込みを‥‥≫ 

会員 23名平均年齢 50才？が心を込めて、『 お･も･て･な･し 』させて頂きます。 

どうぞ、皆様お誘い合わせの上ご参加下さいませ。 

” 待っとるけぇね～ ”    ☆ ホスティングクラブ：三原ＰＣ  実行委員長 檜山 博子 

 

 

 

 

 

 

 

2013年度 各地のパイロットウォーク 

第 24回 パイロットインタ－ナショナル日本ディストリクトコンベンション  

☆ 日時：2014年 4月 18日(金)～20日(日)      

☆ 会場：ホテルグランヴィア広島  

       ☆ 参加者申込締切日：2013年 12月 28日(土) 

            

 

第 93回(2014年度) Pilot International 

 Annual Convention ＆ Leadership  Conference 

     ☆ 開催日：2014年 7月 2日(水)～ 7月 6日(日) 

   ☆ 開催地：イリノイ州  シカゴ  （シェラトン シカゴ ホテル ＆ タワ―） 

   ※各クラブ１名以上のご参加をお待ちしています！ ガバナーエレクト：武川 路代 

― コンベンションの御案内 ― 



 

 ※大阪ＰＣ40周年報告は次号掲載予定！ 

☆熊本ＰＣ設立30周年 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆佐賀ＰＣ設立10周年 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆鹿児島アンカークラブ設立20 周年  2013年11月24日（日）於：城山観光ホテル 

      

来賓、スポンサークラブの鹿児島パイロットクラブ会員、パイロット姉妹クラブ会員、アンカーアドバイザー、

鹿児島アンカー会員、アンカー姉妹クラブ会員など８０名弱が参加し、城山観光ホテルにて開催されました。 

鹿児島アンカークラブの活動ＤＶＤ上映や、会員パフォーマンス(吉田会長によるオカリナミニコンサート)、や 

鹿児島アンカーＯＢ・ＯＧによる今期でアドバイザーを退任される酒瀬川純行先生、武林裕子先生への感謝の 

サプライズプレゼントなど、終始学生らしく爽やかで和やかな会でした。 アンカーアドバイザー  中山 華子 

 

各地クラブの周年記念コーナー 

 

 

熊本パイロットクラブ設立30周年事業を終えて         

30年実行委員長 鈴木 由利 

Ｈ．25年 11月 9日（土）ホテル日航熊本において記念式典、記念講演会・

記念祝賀会を開催いたしました。 

式典では 8件の施設等への寄付金贈呈、チャーターメンバーの 2人の会員

に表彰状等を贈呈講演会は熊本学園大学の佐藤勇治先生による「より良い

世界を創るために－多面的国際理解の勧め－」と題して講演頂きました。 

祝賀会はクラブ会員によります「式舞」が鼓にあわせて披露されました。 

ご来賓、いつもご支援下さる方々、ガバナーはじめ国内 20のパイロット

クラブより 63名のクラブ会員のみなさまのご出席を頂きました。有り難

うございました。             

＊左上写真：晴れの日を全員で迎えました。 

佐賀パイロットクラブ 10周年     佐賀ＰＣ 会長 西村 淳子      

11月 14日（木）10周年チャリティコンサート開催 

障害者の方のかくれた才能を伸ばそう、それを広め多くの人達に知って

いただく支援として、寺田喜美子さん(視覚障害)のすぐれた音感力での 

バイオリン演奏、上田久世さん(精神遅滞)のすばらしい絵をパイロット 

クラブがカレンダーを制作し、当日販売。益金は作者に寄付。フェリー 

チェ(コーラス)、４１アンサンブル(金管バンド)の素敵な演奏で 250名 

（障害者の方達 20名招待）のご来場の皆さんに楽しんでいただきました。 

＊11月 16日(土)、2年連続雨のため中止になったバルーン係留をやっと

実施し、障害者の方達に喜んでいただきました。                          

＊左下写真：吉野ケ里公園でバルーン係留飛行 障害者の方達をご招待 

     （バルーン；ＰＩより助成金を受領） 

＊伊藤ガバナーもバルーン係留に参加してくださいました。 

 



 

   

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★パイロット・ウォーク寄付金の中から日本ディストリクトとして 

フィリピン・レイテ台風及び台風 26 号による東京都大島地区で被災した子供達＆知的障がい者

の方達へクリスマスプレゼントとして会員皆様のお気持ちを添えて、日本赤十字社を通じて各地

に 10万円ずつお贈りいたしました。ご協力有り難うございました。 

★第 25回 春のディストリクトコンベンションの開催日が決定しました！  

開催日          2015年 4月 10日（金）～4月 12日（日）  

開催場所       鹿児島市 城山観光ホテル 

ホスティングクラブ   鹿児島パイロットクラブ        

★御寄付をいただきました。 

   熊本ＰＣから３０周年記念として、福岡ＰＣ，沖縄ＰＣ, 尾道ＰＣからチャリティイベント

収益の一部を頂きました。それぞれご協力に感謝いたします 

     

10 月・11月の新入会員のご紹介 

☆びわこＰＣ 前田 妙子 様  (まえだ  たえこ)       

山川 恵子 様  (やまかわ けいこ) 

☆コザＰＣ  新屋 幸枝 様  (しんや  さちえ) 

☆佐賀ＰＣ  林  ナミエ様  (はやし  なみえ) 

 

お 知 ら せ 

各種申込書 提出締切日 

 

★スタンディングルールズ改正検討のお願い 

  提出締切日：2014年1 月 15日(水) 

★アワード応募 

  提出締切日：2014年1月31日(金) 

  ・メンバーシップ・資金調達・プロジェクトの活動を、おしらせください。 

   最優秀クラブには、金賞・銀賞・銅賞の表彰をさせていただきます。 

   奮って、ご応募ください。 

  ・対象期間は、2013年7月 ～ 2014年6月までの１年間(予定の活動でもＯＫ) 

★日本ディストリクト助成金申請 

  提出締切日：2014年2月10日(月) 

  ・クラブの奉仕活動が対象となります。 

  ・優れたプロジェクト活動にたいして日本ディストリクトから２クラブに 

各50,000円の助成を致します。 

  ・2013年7月～2014年 6月まで今期中必ず実施することが条件となります。 

   

年の瀬は大きな節目。心静かに『自分の内部』を見つめる機会。 

―アメリカの修道院では年末の三日間は静修の日として静けさのうちにすごします。 

第一日目は一年間を反省する日、第二日目は、一年間に頂いた恵みを思い起こす感謝の日、

そして三日目は新しい年を、いかに過ごすかという決意を、かためる日だったのです。 

『きりをつける』という点で、年の瀬を過ごすにふさわしい内容でした。― 

渡辺 和子さん著の『置かれた場所で咲きなさい』の一節からでした。 

来年が皆様にとって、より良い年になりますようにお祈りいたします。    

http://yoshie.bz/christmas/matu/01.html


  

☆ＰＩ日本ディストリクトホームページ    http://www.pijd1951.org/ 

ホームページを見る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

（ホームページを通して資金調達活動を 

始めたクラブがあります。検索してみて下さい。） 

 

 

 

①新規公開したクラブには☆印をつけました。 

   神戸・牟礼香川・熊本・むさしの・ダイヤモンド東京・大阪・広島・奈良・福岡・三原 

 ②独自に以前からホームページ・ブログを開設しているクラブ名はホームの下に記載 

   新ホームページを作成後リンクしていただくと☆印でつながります。 ＊むさしのＰＣを参照 

＊独自ホーム・ブログを開設しているクラブ名 

    ブログ⇒  鹿児島・奈良・さつま・広島・三原・神戸 

    ＨＰ ⇒  東京・富山・桜東京・尾道・秋田・むさしの・神戸 

                     お問い合わせはＩＴ担当：森永久子・木村裕紀まで 

パイロットクラブの

ホームページを開く 

画面右側の項目の中 

“各地のパイロットクラブ”

をクリック 

日本地図上で見たい 

クラブを選びクリック 

選択したクラブの 

ホームページが開く 

ホームページを新規に作成する 各地のホームページを見る 

パイロットクラブの

ホームページを開く 

画面右側の項目の中の 

“各地のパイロットクラブ”

をクリック 

日本地図上で作成するクラブ

名をクリック 

パスワード  ｐｃ２０１３ を入力 

※保護領域解除のための操作 

作成したいクラブのホーム 

ページが開く 

一番下のログインをクリック 

各クラブのパスワードを入力 

※各クラブのログイン用パスワー

ドは秋ワーク・講習時に通知済み 

編集 をクリックして作業開始 

会員専用ページ パスワード 

pilot2012 (半角英数) 

各種用紙・広報・会報誌・通信販売用品・クラブ

ホームページ開設マニュアル  

等がご覧になれます 

http://www.pijd1951.org/

