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日本のパイロットの皆様

モントリオールで行なわれた2016パイロットインター
ナショナル大会／リーダーシップ会議は、本当に素晴らしく
感動的でした！今年度の大会は、盛り沢山のトレーニング
やワークショップ、そして偉大なスピーカー達で大変充実し
たものとなりました。

今年度の大会中、パイロットインターナショナルの5つの
戦略が発表されました。この中に以下の新たなミッション・
ステートメント（使命綱領）が含まれています。

パイロットインターナショナルの使命は、世界中の地域社会に前向きの変化をもたらす
ことである。この目的のため、私達は友情のもとに集い、人々に奉仕の場を提供する。私達
の重点的な取り組みは、奉仕する青少年の育成、脳の安全と健康、介護する人々への
サポートである。

また、この大会で、パイロットインターナショナルのホームページの改良版の展開のお知ら
せをしました。ぜひ、この新しい検索ツールを使って、ワークショップの沢山の発表内容を
確認して下さい。指導者会議では、ディストリクト・スマートブックが発表されました。これも、
ホームページ上にありますので ご覧下さい。スマート・ブックは、PIのバイローズ、方針、
諸手続き、会議運営手続きへの便利な手引きで、コンベンション計画時の秘訣も入って
います。2016-17パイロットインターナショナルの予算案も可決されました。

今年度の経過に伴い、皆様にはPI本部から戦略計画に添った色々な最新情報が届き
ます。新役員募集に始まる次の６ヶ月は大変重要な時です。そして、パイロットの代表的な
プログラム「ブレインンマインダーズ」最新版を新たな目で見て下さい。

2016年パイロットインターナショナル大会／指導者会議が終わる頃、会場には新たな
希望と大きなエネルギーがあふれていました。皆さん、100周年を楽しみにされ、大会の
ワークショップや発表で情報を共有でき、元気づけられていました。

今、パイロットの倫理規約に立ち戻り、消極的な考えを排し、前向きでありましょう。1921
年と同じように、パイロットは地域社会を変革し発展させ続けます。皆様は、その成長を支え
る力の一部です。私は、皆様に拡大を促して行きます。会員一人が新メンバ−１名を誘えば、
2016-17年度に私達は会員を倍にすることが出来ます。そして次の100年に向けこの
偉大な組織を前進し続ける事が出来るでしょう。

パイロットの友情と奉仕をもって

2016-17パイロットインターナショナル 会長 コニー・ムーア
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2016-17年度　ＤＡＣ

パイロットインターナショナルには95年の歴史があります。
長い年月、多くの会員が倫理規約の崇高な理念のもとボランティア活動を継続して来られました。
私はこのたびガバナーに就任するにあたり、偉大な先輩達によって築き上げられたパイロットの素晴ら
しい歴史を次世代へと繋いでいく重大な責任を感じています。

私がその責任を果たす為に最初に取り組むべき課題は、会員増強だと思っています。現実に今期
期首報告による著しい会員減少には大きな危機感を感じざるを得ません。会員の皆様お一人おひ
とりがパイロットの良さと意義を学習し、自信と誇りを持ってパイロットの広告塔となって頂きたいのです。
ＤＡＣとメンバーシップも努力を惜しみません。私たちの仲間を増やすためには、一人ひとりの会員が
自覚して努力するしかないと思っています。

さて 7月5日から10日までカナダのケベック州モントリオールで開催された、第95回インターナショ
ナルコンベンションに参加し、世界４か国からのパイロットと共におおいに学びました。日本ブースは特
に賑わい、皆様方との和やかな交流の場となりました。

今回のコンベンションは100周年に向けて五つの方針を掲げるＰＩのもと、今後の日本ディストリクトの
行く道を考える良い機会となりました。クラブ会長宛にPIコンベンションの報告はいたしましたが、詳しく
は後日参加者報告書をお届け致します。

早速９月初めには東京と広島での研修会を予定しています。特に
今回は会員増強について、忌憚のない意見を出しあい、日本デイス
トリクト発展のために知恵を出し合いましょう。多くの方々のご参加を
希望致します。

来春には軽井沢で第27回デイストリクトコンベンションが開催され
ます。新緑の季節に軽井沢に集い友情と奉仕の輪をさらに深めま
しょう。

皆様のご協力とご支援を宜しくお願い致します。



2016-17 ＤＡＣ役員からのご挨拶 

ガバナーエレクトとして、川原ガバナーをお助けして全日本パイロットの
ため、力を尽くしたいと思います。

目標としては、５００名を切った会員をなんとか増強すること。新クラブ
設立を目指すこと等です。

全国の会員の皆様のご協力お願いします。

ガバナーエレクト 鎌田 滋子（東京）

ボランティア活動とは、人と人とが支えあって幸福に生きる活動
であると思います。良き人間関係を築く事で自分を育てる事、そし
て活動を通して奉仕の価値観を学んでいければと思います。

内村鑑三は「平凡な貴方が残せるもの、それは“生きる姿勢”で
す。」と言っております。

この一年、川原ガバナーのもと皆様と歩めます幸せを心に頑張って
いきたいと、強く願っております。

ルテナガバナー 植原 菊枝（高崎）

一昨年に続いて書記を務めることになりました。全国のクラブへの

正確な情報の伝達に努め、任務を全うしたいと思います。
またパイロットとなって１０年が過ぎた今、地域社会に前向きの変化

をもたらすというパイロットの原点に立ちかえって、どのような場面でも
自分の出来ることを一生懸命にやり続けたいと思います。

皆さまのご協力をよろしくお願いします。
書記 末吉 真由美（さつま）

日本ディストリクトの会計を預かりまだ右往左往している現状にありま
す。 会員が減少している状況から徹底した経費の削減が求められる
ことですが、先ず諸費用の使われる目的や成果を見極めていきたい
と考えています。
今期のガバナーの活動目標は新入会員の増強ですから、その面で
のコストは覚悟しなければなりませんが、どのような目的で事業が実
施されているのかを見極めて、より効率の良い方法や手段が取られ
るようアドバイスできればと考えています。近い将来、法人化を目指
すための準備も進めていきたいと考えています。

会計 稲岡 勲（奈良）



2016-17 ディストリクトチームのご紹介

ＰＩＦＦ 柳瀬 彩子（大阪）
ＰＩＦＦ代表2年目、引き続きよろしくお願いいたします。

ＰＩＦＦは皆様の寄付から成り立っていますが、最後は、各クラブの活動や奨学金
として使われるべきものと思います。
ですから、「寄付はする」そして「必要な場合に助成金はいただく」という精神で

お取組みいただければと思います。

メンバーシップ 佐々木 由紀子（東広島）
会員増強が急務な現状です。今期目標に掲げた「各クラブ

３名の増員」は、簡単になし得る数字ではありません。しかし、
パイロットの将来を見据えた時、遂行しなければならないミッ
ションだと考えます。皆様のご提案ご助言をお待ちしておりま
す。

メンバーシップ・メンバー 田村 典子（むさしの）
各クラブの経験を教えて頂き、まず足元から自クラブの会員の増員

につとめたいと思います。

アンカー 津田 素子（桜東京）
今期は活動休止中だった奈良アンカークラブが再開し８クラブとなりました。大学・

高校含め１０アンカークラブを目指しています。
新アンカ－クラブの設立に皆様のご協力をお願いします。
青少年を育成してパイロットの成長に繋げましょう！

広報 小笠原 直美（盛岡）
見やすく、わかりやすいディストリクトHP・PILOT便りの作成と、皆様のクラブのHP更新・

作成のお手伝いをしていきます。
クラブＨＰは新しい会員勧誘の重要ツールです！どうぞご活用ください！

資金調達 浅野 常子（八王子東京）
会員が少数でも、知恵を働かせ工夫を凝らすこと、そして何よりもクラブに愛

着と誇りを持てば自然に活路が開ける、そんな気がしています。研修会では新
しい試みとして取り上げたい案件をご紹介します。

プロジェクト 比嘉 良太（沖縄）
今期はアンケートを実施させて頂き、全国姉妹クラブの活動状況などを情報共

有できるように工夫したいと考えております。
情報共有したあと、各クラブが活動のヒントや元気を頂けて、より良いクラブ活動
に寄与できれば幸いです。



新入会員のご紹介

【第95回PIコンベンション＆リーダーシップカンファレンス】（ご報告）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

【2016-17研修会】 ＊詳細はHPに掲載中

（東京） 日程：２０１6年９月10日（土）11：00～16：00 場所：リガーレ日本橋人形町アネックス
（広島） 日程：２０１6年９月11日（日）11：00～16：00 場所：広成開発

【‘2016’パイロットウォーク】 ＊詳細はHPに掲載中

日程：２０１6年１０月2日（日） 場所：全国各地 雨天決行

【第２7回ディストリクトコンベンション】
日程：２０１7年４月22日（土）～23日（日） 場所：長野県 軽井沢プリンスホテル
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

2016-17 ディストリクトチーム 一覧

第95回パイロットインターナショナルコンベンションが
モントリオール（カナダ・ケベック州）で開催され、世界
４ヶ国20ディストリクトから640名が参集して友情と奉仕の

心を再認識しました。

また例年のことながら、好みのジャパングッズを買い求める大勢のパイロット
が日本ブースに訪れ、楽しく賑やかに交流しました。
会議後のエクスカーション・ナイアガラフォールズ観光では、世界３大瀑布に

挙げられる雄大な自然に感動したり、美味しいカナダワインを味わったりの楽し
い時間を過ごし、全員無事で帰国しました。

2016-17年度の主な行事

★杉 奈於美・豊田 健一・宮本 貴世絵（ダイヤモンド東京)
★中丸 和美（東広島） ★越智 よう子・名越 晴美（広島）
★炭澤 吉治（金沢） ★高橋 和枝（にいがた） ★山内 節子（21東京）
★寺久部 彰正（東京） ★新井 里恵（富山）（7月入会）

皆様、どうぞよろしくお願いいたします！【敬称略】

日本ディストリクトからは、
川原和美ガバナーを団長に14名
が参加、世界のパイロットとの
交流を楽しみ、設立100周年に
向けて「5つの戦略」を掲げて
前進しようとするパイロットイ
ンターナショナルの気概を肌で
感じることが出来ました。

PIFF レップ 柳瀬 彩子（大阪） ﾊﾟｰﾗﾒﾝﾀﾘｱﾝ 杉村 良子（奈良）

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 比嘉 良太（沖縄） ﾁｬﾌﾟﾚﾝ 陣内 ヒロミ（熊本）

ﾒﾝﾊﾞｰｼｯﾌﾟｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 佐々木 由紀子（東広島）
第95回ＰＩＣ参加者委員会
委員長

濱田 恵理子（さつま）

ﾒﾝﾊﾞｰｼｯﾌﾟﾒﾝﾊﾞｰ 田村 典子（むさしの） 副委員長森主 真弓（さつま）

資金調達ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 浅野 常子（八王子東京） 第27回DC委員会委員長 内田 民以（東松山）

ｱﾝｶｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 津田 素子（桜東京） 同 副委員長小柳 明子（東松山）

広報 小笠原直美（盛岡） 同 副委員長森田 益美（東松山）

会計監査 内藤 牧子（東広島） 会計監査 鬼澤 洋美（仙台）

サポートデスク 和田 治子 PI情報補佐 伊藤 恭子（ﾀﾞｲﾔﾓﾝド東京）

指名委員会 委員長 土岐 正子（奈良） 指名委員 佐藤 万里子（仙台）

指名委員 中島 恵子（桜東京）



クラブ名 開催日 全国のクラブにお知らせしたい主な行事内容

秋田 10月12日（水） 第25回チャリティゴルフコンペ（ノースハンプトンゴルフ 俱楽部）

11月　9日（水） 果樹摘み取り体験（潟上市吉田果樹園）

　1月18日（水） 2017年信州パーティ＆チャリティオークション（秋田ビューホテル）

ＡＰＯＬＬＯ東京 　5月27日（土） 7周年イベント（東京メインダイニング）

ダイヤモンド東京 　3月25日（金） 24周年チャリティ公演会（霞が関プラザホール）

福島 　5月　9日（火） 青工杯チャリティゴルフ大会

八王子東京 未定 佐竹律香シャンソンチャリティコンサート

東広島 12月18日（日） ときわ台ホーム：クリスマス会

　2月 献血手伝い

　4月 チャリティコンサート

　6月　4日（日） チャリティゴルフコンペ

東松山 　7月 市内保育所3か所でブレインマインダーズ上演

11月　5日（土） 第19回チャリティバザー

　5月 ブレインマインダーズ上演

広島 12月　4日（日） チャリティランチョン　with　Music(リーガロイヤルホテル広島）

一関 　9月10～11日 RFL：生命のリレー

10月　2日（日） 福祉まつり

12月 レスパイトハウスハンズとクリスマス会

鹿児島 11月27日（日） チャリティパーティ

金沢 　9月25日（日） パイロット美術展

12月　7日（水） クリスマスチャリティコンサート

熊本 11月26日（土） 第12回チャリティダンスパーティ

2月7日～2月12日 第11回しんか展

未定 チャリティ　江津湖の屋形舟下り

熊本南 　9月24日（土） 第18回チャリティゴルフコンペ

12月 7日（水） ふれあい交流コンサート

三原 10月16日（日） お寺でジャズ from ロサンゼルス～ﾋﾛ近藤ﾄﾘｵ　ｼﾞｬﾊﾟﾝﾂｱｰ～

　2月11～12日 三原氏神明祭協賛　〝神明市バザー〝

　4月　9日（日） 御調八幡宮　桜花祭りバザー

盛岡 10月12日（水） 第34回秋のプチ・チャリティゴルフコンペ（安比高原ゴルフクラブ）

12月20日（土） 第10回チャリティ演奏会（盛岡白百合学園高等学校吹奏楽部）

　3月17日（金） 八神純子ディナーショー（盛岡グランドホテル）

　5月18日（木） 第35回チャリティゴルフコンペ（南部富士カントリークラブ）

牟礼香川 　8月　6日（土） 牟礼町「おいでまい祭り」バザー

11月25～28日 第11回しんか展(知的障がい者全国公募美術展)

　4月上旬 第13回チャリティゴルフ大会　

むさしの 11月　2日（水） チャリティパーティ 　シャンソンの夕べ　中山エミ

11月12～14日 第11回心の輪を広げる深谷市障害者文化作品展（深谷市共催）

奈良 10月19日（水） 愛・夢・ともに生きる

２１東京 　5月13日（土） チャリティイベント（子供たちのダンスと演奏）

沖縄 　９月 沖縄国際婦人クラブと親善BBQ

10月27～30日 世界のウチナーンチュ大会（VIP接客）

大阪 12月　8日（木） 第43期チャリティコンサート（日航ホテル大阪）

佐賀 １１月19日（土） バルーン係留飛行体験招待

　３月初旬 チャリティゴルフ

　未定 ブレインマインダーズ上演

桜東京 11月20日（日） チャリティ講演会「アルツハイマー病への認識と予防を学ぶ」

　（持田製薬ルークホール）

さつま 　2月中旬 南国「たんかん」販売

　5月21日（日） 第24回チャリティパーティ

仙台 　３月10日（金） 第26回パイロットの夕べ

高崎 11月20日（日） ハートフルコンサート

  6月  7日（水） サマーコンサート

富山 11月21日（月） 20周年記念事業

ウイング広島本郷 10月15～16日 ほんごう商工まつり

未定 ジャズライブ

2016年7月25日まで到着分を掲載

2016-2017年度　各クラブ行事のご案内


