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2011 年度―2012 年度最優秀アンカーアドバイザー賞第 1 位 

最優秀賞を受賞したシンディー・ナンさんを祝福いたします！ 

 

シンディーは、過去 15 年に渡りジョン・ミレッジアカデミーアンカークラブのアド

バイザーを務めています。シンディーの指導のもと、アンカークラブの奉仕活動は地

域社会にて大きく拡大され、毎月幾つかの奉仕プロジェクトが実施されています。成

功の秘訣は、アンカーが地域社会で活動できるような機会を数多く設け、沢山の人と

出会い、実際に支援を必要としている人の存在を知ることだとシンディーは語ってい

ます。シンディー自身もアンカーと共に奉仕活動に参加し、アンカーが成人してから

も活動できるという良いお手本を示しています。地域社会における奉仕活動の実体験

の結果、今後の進学や職業を決定したアンカーも多くいます。 

 

アンカークラブは、ミレッジビルＰＣからも多大な支援を受けています。奉仕活動や

ファンドレイズにおいてお互い協力しあい、毎月の両クラブの会合にも出席していま

す。同アンカークラブは、ディストリクトアンカーコンベンションで、数回に渡り賞

を受賞し、メンバーは数年に渡りジョージアディストリクトの役員も務めたことがあ

ります。 

シンディーは 27 年間に渡り高校で教鞭を取っており、現在は米国史よび世界史を教

えています。ミレッジビルＰＣのメンバーでもあり、メソディスト教会では取り締り

役員も務めています。また、障害をもつ成人を対象とした人生啓発センターの取り締

り役員も務めています。2011 年には、地域社会における奉仕活動が認められミレッジ

ビル最優秀ボランティア賞を授与されました。 

 

37 年間人生を共にした夫ウェスリーとの間に 2 人の娘を設け孫息子が 1 人います。 

シンディーは、2009 年に最優秀アンカーアドバイザー賞 3 位に入賞し、再度 2011 年

に第 2 位に入賞しています。アンカーの献身的な活動があったからこそ、アドバイザ

ー最優秀賞を受賞することが出来たとアンカーの存在に感謝しています。 

 

アンカーおよびＰＩアンカープログラムに対するシンディーの愛情、情熱、貢献に感

謝します。 

 

 

 



2011 年度―2012 年度アンカーアドバイザー賞第 2 位 

第 2 位を受賞したサミー・ヒルさんを祝福いたします！ 

 

ホークスブラフ高校アンカークラブは、アラバマ州ガッズデンＰＣがスポンサーとな

り 2002 年に認証されました。認証当時からサミーは、クラブの設立に大きな貢献を

してきました。ガッズデンＰＣのメンバーとして活動しながら、アンカープログラム

の成功に重要な役割を果たしています。アンカー設立以来 10 年間に渡り、パイロッ

トのメンバーがアンカーの奉仕プロジェクト、会合、パーティーに姿を見せなかった

ことは無いほど、アンカーを熱心に支援しています。その結果、アンカーの活動は、

学校、地域社会、郡において高く評価されています。 

 

サミーは、過去 30 年に渡り教育に携わっており、小学校で数年間教鞭を取り 1993 年

に高校の図書館司書になりました。メソディスト教会のコーラス指揮者でもあり、プ

ロの物語の語り手としても活躍しています。 

アンカークラブに対するサミーの支援、リーダーシップ、貢献に感謝します。 

 

 

2011 年度―2012 年度アンカーアドバイザー賞第 3 位同時受賞 

第 3 位を受賞したビッキー・ライルを祝福いたします！ 

 

1985 年 12 月にアラバマ大学で看護学の学士号を取得したビッキーは、教育に携 

わる以前は看護婦として多岐に渡って活躍してきました。 

過去 7 年間はウォーカー高校で健康科学を教え 3 年前からアンカーアドバイザーを務

めています。 

アンカーでの活動は人生を豊かにすると確信しており、青尐年によって実施され 

た奉仕活動は素晴らしいと実感していると語っています。地域社会から連絡を受けた

アンカーは多種多様のプロジェクトを支援しており、常に前向きに奉仕しています。

ビッキーはジャスパーＰＣのメンバーであり、パイロットからの全面的な支援があっ

たからこそ、今回のような素晴らしい賞を受賞できたと感じています。 

 

過去 3 年間でクラブメンバー数は 53 名から 105 名と大きく拡大し、2010 年ー11 年度

はアラバマディストリクトの最優秀アンカークラブに輝き、ＰＩレベルでは最優秀ア

ンカークラブ第 3 位を受賞しました。ビッキーの目標は、各アンカーが個々の可能性

を最大に活かせるような環境を作り、学校や地域社会でお手本となるような存在にな

ってもらうことです。 

ビッキーは、夫であるジェフと 19 年間結婚しており、2 人の美しい娘を設けており、

一人はウォーカー高校アンカーのメンバーでもあります。 

のアンカークラブに対する、ビッキーの献身的な貢献に感謝します。 
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2011 年度―2012 年度アンカーアドバイザー賞第 3 位同時受賞 

第 3 位を受賞した吹田克也先生を祝福いたします！ 

                  

ジャパンディストリクト東京さくら東京ＰＣがスポンサーとなり目白学園高校に 

アンカークラブが設立されたのは 1997 年の 3 月のことです。吹田先生は、設立当初

から過去 15 年間に渡りアンカーアドバイザーを務めており、リーダーシップと情熱

をもって学生たちを誠実に教育し指導してきました。 

吹田先生の努力のお陰で、同クラブはジャパンディストリクト最大のアンカー 

クラブへと成長しました。 

吹田先生は、ＰＩコンベンションに 3 回、 

ディストリクトコンベンションには 9 回 

出席しておりアンカープログラムでは 2 度 

に渡り講演をしています。 

また、「アンカークラブの歌」のソング 

リーダーを 4 回、インスピレーショナル 

サービスのソングリーダーを 1 回務め、 

フレンドリーナイトでも素晴らしい歌声 

を披露しています。 

シスタークラブのチャーター式典や周年 

記念式典などに多数出席し、その度にソング 

リーダーを務め、またスポンサークラブやその他のチャリティーコンサートにも出演

しています。 

 

2003 年に日本のアンカーアドバイザー委員会が設立された時には、初代会長に就任し、

2002 年には、「アンカーの歌」を公式にレコーディングしています。 

ジャパンディストリクトにおけるアンカープログラムに対する吹田先生の献身的な貢

献に感謝します。 

 

 

ラスベガス 

 
2012 年インターナショナルアンカーコンベンションは、7 月 18 日から 22 日までラス

ベガスのバーリーズホテルにて開催されます。楽しい活動とイベントが盛りだくさん

のコンベンションはアンカーにてって良い刺激となるはずです。 

あっという間に 7 月になります。今から参加予定を立ててください。 

 

 



 

 

詳細はＰＩのウェブサイト www.pilotinternational.org または、bonnie@pilothq.org まで

お問い合わせください。 

 

2011 年度―2012 年度最優秀アンカークラブ賞 

 
応募は、ＰＩ本部宛 4 月 15 日消印有効まで受け付けます。 

ＰＩ本部住所：102 Preston Court Macon, GA 31210 

 

2012 年フリーダム基金 

 
米国青尐年リーダー研修、ペンシルベニア州バリーフォージで開催 

ＰＩは、フリーダム基金を象徴しているといます。同基金では、1949 年に設立され米

国憲法と基本的人権、また現代社会における恩恵について学びます。基金の目的は、

独立宣言の言葉、意味、情熱を学び、学生と教師を啓発することです。 

参加したアンカーとパイロットは全員素晴らしい体験をしており、是非皆さんも研修

に参加することをお勧めします。 

 

 

アンカーニュース 
 

テキサスディストリクト 

ミネソタ高校アンカークラブ会長でありテキサスディストリクト会長であるジャッキ

ー・リーは、ミネソタＰＣ主催の第 9 回バレンタインデーダンスパーティー＆オーク

ションで人気のウエイトレスとなりました。イベントでは、各ウエイトレスが夕食で

得たチップ額をＰＣに寄付しましたが、ジャッキーは＄150 のチップ額を寄付しまし

た。写真：ＰＩ書記のシェリー・ジョンソン 

クラブアドバイザーであるジャネル・アボットとジョイス・カリーに感謝すると同時

に、イベントに参加し奉仕を行ったアンカーに感謝します。 

 

 

「世代を超えたきずな」 

皆さんは、家族や愛する人にもＰＩのメンバーになって欲しいと願っているはずです。

ジョージア州ミレッジビルでこの夢が実現しました。 

パトリシア・ウィルキンソンは、友人のブランチ・ウィリアムズにパイロットクラブ

の会合に誘われたことがきっかけで、ミレッジビルＰＣのメンバーになりました。当

時、パトリシアは奉仕団体には所属しておらず、地域社会におけるパイロットの活動

に深く感動し、1979 年にメンバーになる決意をしました。 

 

1986 年には、クラブ会長を務めジョージアディストリクトガバナーカップ賞を受賞し

ました。地域社会における奉仕活動で 1 位、ＰＩにおける奉仕活動で第 2 位を獲得し

ました。2001 年に再度クラブ会長を務め、現在は 3 度目になる会計を務めています。 

http://www.pilotinternational.org/
mailto:bonnie@pilothq.org


 

2012 年ー13 年度では、ジョージアディストリクトアンカークラブコーディネーター

を務める予定です。アンカープログラムには常に情熱を持っており、過去 15 年に渡

りジョン・ミレッジアカデミーアンカークラブとアドバイザーであるシンディーを支

援しています。家族にパイロットメンバーになって欲しいというパトリシアの願いは、

孫娘であるモーがジョン・ミレッジアカデミーのアンカークラブに参加したことで実

現しました。 

 

現在中学 3 年生のモーガンは、熱心にアンカーで活動しておりチアリーダーのメンバ

ーでもあります。また、パトリシアは、モーガンにフリーダム基金に参加するように

長年勧めており、先月 2 人でリーダーシップ会議に参加し念願を叶えることが出来ま

した。（パトリシアにとっては 6 回目の参加となりました。）ラスベガスで開催され

る 2012 年度ＰＩコンベンションにも 2 人揃って参加する予定です。 

 

パトリシアは、今後 3 年間孫娘のモーガンおよび他のアンカーメンバーと一緒に活動

することを楽しみにしています。パトリシアは、学校、奉仕プロジェクトに情熱を注

ぐモーガンの姿を見て、将来有望なアンカーになることを確信しています。「世代の

きずな」が家族で作られたことにました。友人、特に家族のメンバーおよびアンアン

カープログラムを支援し奨励するパトリシアに感謝します。 

 

 

ニュース＆お知らせ 
 

フロリダ州テラハシー、マクレイ高校アンカークラブ 

マギーは、マクレイ高校アンカー＆テラハシー青尐年リーダー研修、およびクラス 8

のメンバーであり、研修の一環としてヒューマンリソースクラリング社が幼児教育を

提供していることを学びました。このプログラムでは、早期教育、健康管理、栄養、

障害者とその家族に対する支援を、新生児から 4 歳児および妊婦に提供しています。 

 

マギーは、プログラムに参加している子供達が書いた「欲しいものリスト」をアンカ

ーに持ち帰り、2 月の奉仕プロジェクトを実施しました。マギーとクラブ会長である

メラニーは、リストに載っていたプレゼントを 2 週間以内で集めました。（写真：収

集したプレゼント）テラハシーＰＣがスポンサーとなり、リンダ・デービーがアンカ

ークラブのスポンサーとなっています。リンダとアンカーメンバーに感謝します。 

 

世界青尐年奉仕デー 

2012 年 4 月 20 日から 22 日に実施 
 

世界 100 カ国以上で実施されている最大規模の奉仕イベントとなります。 

地域、国、世界レベルで、クラブが貢献できることを考えましょう。 

クラブの活動報告と写真を本部まで送ってください。次回のフラッグシップおよびフ

ェイスブックで皆さんの活動を紹介します。 

プロジェクトの案は、www.gysd.org にて探すことができます。 

http://www.gysd.org/

