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今期に入り、早や 3 か月が経過し、山々の紅葉が美しい季節となりました。
さて、９月開催の研修会には多数ご参加くださり、本当にありがとうございました。参加者より「他クラブの活
動内容を知ることが出来、参考になった」と言う声が多く寄せられました。アンケ－トには貴重なご感想・ご意見
を頂戴しました。この場を借りて御礼を申し上げます。
メンバーシップについては、会員の増強が急務であり、また減少に歯止めをかけるべく話し合いをいたし
ました。資金調達では会員向けではなく一般ユーザーを対象にホームページを大いに活用して拡大していき
たいと考えています。プロジェクトは、“PILOT といえば、ブレインマインダ－ズを行っている団体”と社会に認知
される様、積極的に取り組み、「紙芝居」を日本に合った可愛い動物たちにリニュ－アルするべく、準備を始め
ました。少人数でも、紙芝居なら活動することが出来ます。びわこでのコンベンションでは、更に踏み込んだ
ディスカッションをし、またクラブ独自の活動紹介タイムを設け、身近な活動として益々輪が広がればと願って
おります。
日本ディストリクト主催のパイロットウォ－クは、1996 年 10 月より始まり、今回で満 20 歳
を迎えることとなりました。皆様のクラブでは、「2015 パイロットウォ－ク」が無事に開催出
来ましたでしょうか？昨年は、デング熱と台風の影響で実施できないクラブもございまし
た。名称は、「第〇回ＰＷ」「第〇回ＷＷＰＷ」「第〇回世界統一ＰＷ」「‘20〇〇’パイロット
ウォ－ク”」と変化してきましたが、ＰＷの目的と開催時期は変わっておりません。今回から
後援団体として、“全国社会福祉協議会”に加えて“スペシャルオリンピックス日本”の 2 団
体となりました。これからもパイロットウォ－クが継続実施できますよう、クラブの皆様、引き
続きご協力のほどよろしくお願い致します。
10 月 18 日は、パイロット創立記念日です。皆様でお祝い致しましょう。
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◎大阪：2015 年 9 月 5 日（土）

新大阪丸ビル

参加者 59 名

◎東京：2015 年 9 月 6 日（日）

婦選会館（市川房枝記念館）

参加者 80 名

秋の研修会が大阪・東京の２会場で開催されました。檜山ガバ
ナーにより今期ガバナー方針が発表され、川原ガバナーエレクト
の PIC 報告、武川パーラメンタリアンからは「パイロットの基本」と
題して、クラブが円滑な活動を続けるために全ての会員が守る
べき大切な事柄について、わかり易い説明がありました。
引き続いて、PIFF・ア
ンカー・広報についての
それぞれの担当からの今期方針説明で午前中は終了。

休憩時間には旧交をあたためて・・・

昼食後には、
ガバナーとジャン
ケンでパイロットグ
ッズをゲットするサ

プライズが用意されていて、思わず一生懸命になって笑い
に包まれる場面があちこちで見られました。
一番盛り上がった（？）じゃんけん大会♪

午後からは、会員減少を食い止めパイロットを元気にす
るための討論会が行われました。
会員維持と増強・資金調達の方法・様々なプロジェクトそれぞ
れの部門で、他クラブから学んでクラブの発展の方法を考える
良い機会にしてほしいというガバナーや DAC の思いと、クラブを
何とかしたいという参加者の気持ちが一致して、時間が短く感じ
られる討論会となりまし
た。
入会のきっかけは・・・？

秋のワークショップ中止で実
質的な研修のみとなって２回目ですが、お互いの距離を近く感
じる小さい会場での話し合いの良さを生かして、秋の研修会が
さらに有意義なものになっていって欲しいと思います。
びわこへ、是非いらしてください！

≪メンバーシップ≫

桑原美智子（さつま）

以下のテーマについて、意見交換のつもりであえて根回しをせずに、当日発表して
いただきました。

① 会員の少ないクラブの方、どのように会員を増やす努力をされていますか？
② 人数を維持しているクラブは、どのような工夫をされていますか？
③ 新入会員があったクラブについて、どのように新しい方をお誘いしましたか？
④ クラブをやめたいと思った方、その理由と思いとどまった理由について
大阪、東京共に本音の話が聞けたと思います。各クラブ夫々の事情があり、その中で努力をされているのがよ
くわかりました。
特に、新入会員の方がパイロットクラブの会議の仕方に非常に感銘を受けたと話されたことは我々会員にとっ
て、とてもうれしい発言でした。
大討論会のはずが、発表会のようになってしまいましたが、アンケートでは各クラブの発表が自分のクラブの活
動の参考になったという意見が多数ありました。始めに他人の悪口を言わないという事をお願いしましたので、
皆様大変やさしく、思いやりに満ちた和やかな雰囲気の会だったと思います。

≪プロジェクト≫

清水恭子（高崎）
２００１年から行われているブレインマインダーズは、パイロットクラブの大事な活動の
一つであり今回のメインテーマにしました。
現在どのような方法で行っているか，他のクラブの参考になればと、実施しているク
ラブに発表して頂きました。
●ＤＶＤ●着ぐるみ●ペープサート●オペレッタ●紙芝居等・・・それぞれ趣向をこ
らし子供たちの脳を守る為、事故防止のため行っているようです。

「お芝居は人数がそろわないので出来ない」という声もありましたので、少人数でも出来る紙芝居を、むさしの PC
さんにしていただきました。この研修会の後、「ブレインマインダーズをしてみよう」というクラブがありましたので
参考になり良かったと思いました。

≪資金調達≫

鈴木由利（熊本）

当日の進行表に沿って進めていく予定でしたが、時間が足りなくて予定通りに進み
ませんでした事を反省いたします。
資金調達は各クラブで特色や地域性を活かして活動されています。大きな収益を
得る活動、収益の少ない活動、どちらも重要だと思います。会員が楽しんで
あまり無理をしないで出来たら良いのですが、資金調達は生優しくはありません。
ただ、資金調達活動は大変であるがゆえに、会員間との友情、パイロットの広報、会員増強にも繋がります。通
信販売がまだまだ困難でしたら販売お知らせを各クラブに郵送して協力をお願いしましょう。資金調達活動のお
話を多くの皆さまからお話し頂く機会があればと思います。

≪PIFF≫

柳瀬彩子（大阪）

１ 寄付金について
今期から、「スィートハート」が「（パイロット）アンバサダー」に名称変更しました。
寄付金送金報告書の送付期限は 9 月 7 日でしたが、連休の関係で、各クラブには早目
の報告をお願いしておりました。結果、全クラブから報告書が提出されました。ご協力あり
がとうございました。
❤ペースセッター $5,030
２

❤アンバサダー$1,345

❤ゴール

❤合計 $16,765

$10,390

助成金申請について

助成金申請は、10 月 1 日が締切でしたので、申請を希望するクラブは早めに相談していただくよう、お願いし
ました。会場でも、いくつか申請を予定しているクラブからご相談を受けました。
今期はもう締切りましたが、来年に向けて検討しているクラブは、わからないことなどご相談ください。

≪アンカー≫

津田素子（桜東京）
日本のアンカークラブは現在 7 クラブ、会員数 185 人です。親クラブの努力や意識の
持ち方で将来を担うアンカーを増やすことができます。新アンカークラブの設立は目標
の一つです！PI 方針に沿って、アンカークラブの育成と支援を強化することが檜山ガバ
ナーからも打ち出されています。
これらの実現に向けてまずはアンカーとパイロットのコミュニケーションを強化すること
をお話ししました。その 1 つとして、今年度はアンカークラブニュースを発行します。
年 2 回、前期は 2015 年 11 月末～12 月に、後期は 2016 年 5 月～6 月にかけて発行

予定です。親クラブの皆様にはアンカークラブとの連携をとって、ニュース素材協力のお願いをしました。
会員の皆様、再度アンカー部活動計画等々をご確認くださいますようお願いいたします。

≪広報≫

小笠原直美（盛岡）・末吉真由美（さつま）

◎HP 活用状況の説明 ◎HP の情報更新依頼 ◎ディストリクト HP の活用方法
従前との変更点 ●資金調達・通信販売・クラブ行事等のお知らせにも使えます（周年事業だけではなく）
自クラブで HP を運営するのが難しくても、ディストリクトの HP を使って情報発信できます！どうか、情報をお寄
せください。（資料「パイロットをもっと知ってもらおう」用紙をご活用ください）

新入会員のご紹介

西田 貴子さん（マルベリー東京）

第 26 回 PI 日本ディストリクト コンベンション

よろしくお願いします♪)

今後の予定

開催日：2016 年 4 月 15 日（金）～17 日（日） 開催地：大津プリンスホテル（滋賀県大津市）
ホスティングクラブ びわこパイロットクラブ

是非ご予定ください！

パイロットウォークの写真・報告書の提出期限は 10 月 25 日です。お忘れなく・・・
提出先 ①実行委員長
②ディストリクト会計

鎌田滋子 kiki-kamada@asahi.email.ne.jp
牧野裕子 makino25@ebony.plala.or.jp

アンカーキャプに参加して
2015 年 9 月 8 日～10 日、大阪府にある吹田市自然体験交流センター・わくわくの郷で、高崎・大阪・
尾道・鹿児島の 4 アンカークラブ、計 39 名で合宿を行いました。今回で 4 回目となるアンカー合同合宿
ですが、今年は「アンカーキャンプ」と呼び方を変え、今までとは少し違う合宿となりました。
キャンプのプログラムには各アンカーが用意したレクリエーションの他に、工作やバーベキュー、カレ
ー作りが組み込まれ、みんなが協力し合う経験ができたことで、さらに相互理解が深まったと感じます。
また、2 日目の夜にはディスカッションを行い、各アンカーが行っている活動や課題、また今後取り組
みたい活動について話し合いました。自分たちだけでは思いつかない面白い意見が多く、とても刺激を
受けたディスカッションでした。
今回のアンカーキャンプでは様々な体験からアンカー同士の交流が持て、とても充実したものになりま
した。

IBU 大阪アンカークラブ 会長 丸森珠実

今年も行われたアンカークラブの
合宿。
キャンプ前に、PIFF 代表 柳瀬彩
子会員が、PI 日本ディストリクトから
の助成金をアンカーキャンプ代表
にお渡ししました♪

