
100周年を迎える年に

今年度、パイロットインターナショナル会長を務めさせて頂き大変光栄に思います。
100周年を迎える今年はとても忙しい年となります。9月は秋、そして2017-18年度の第
一四半期の終わりを迎えます。日本ディストリクトのご支援に大変に感謝し、新しく選
出されたパイロットアンバサダー（大使）達にお会いできることを楽しみにしています。
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創立者月間に指定されている9月は、PIFF (パイロットインターナ
ショナル創立者基金)が数えきれない程多くの人々の生活に与えてき
た影響について思い起こす時でもあります。PIFFは地域社会を拠点
に活動するパイロットクラブを支援するために設立されました。
1977年に開始して以来、様々な助成金プログラムを通じ、奉仕する
パイロットクラブを支え、1,100,000ドル以上を拠出して来ました。
PIFFは、会員の皆様とパイロットの友人の寛大なご支援／寄付に
よって成り立っています。

どうぞ、ぜひこの月間に、パイロットインターナショナル・アンバサダーとして会員一
名以上をクラブとして選び表彰して下さい。対象者は、現会員でクラブ会議に毎回参加し、
奉仕プロジェクトや資金調達活動に惜しみなく時間をさき、パイロットインターナショナ
ルを促進し支援して下さる方です。

クラブアンバサダーのお名前と寄付金をPIへお送り下さい。9月30日までに頂いたお名
前は、パイロットログ春の号に掲載されます。この寄付金は、安全港救援基金 (Safe

Harbor Disaster Relief Fund)に充てられます。この救援基金は、ハリケーン、竜巻、洪水
などの災害の被害を受けたパイロット会員に緊急資金として提供されるものです。忠実な
パイロットをクラブの大使として敬うと同時に、被災会員のために財政的に必要な援助を
行なうことにもなります。

PIFFへの支援は創業者月間の9月だけでなく、年間を通じて必要です。寄付用紙、その他
詳細情報はパイロットホームページから入手出来ます。PIFF基金は世界中の地域社会に良
き変化をもたらしています。どうぞ献身的なパイロット会員をパイロットインターナショ
ナルアンバッサダーとして称え、変化への力の一部となって下さい！
PI会長として、今年度、皆様への奉仕ができることを楽しみにしています。
パイロットと日本ディストリクトのために毎日奉仕して下さっている会員の皆様、有り難
うございます。

パイロットインターナショナル プレジデント フェイス・スタンプ



パイロット日本ディストリクト会員の皆様、今期パイロット便り第１号をお届けします。以下、
HPに掲載した文を、重複しますが、こちらにも載せさせていただきました。

全国のパイロットの皆様！今期ガバナーを務めます、鎌田滋子です。この１年、私のすべてを
パイロットに捧げる覚悟でおります。それには、全国のメンバーの皆様のご協力が頼りです。
正に「友情と奉仕」を皆様に心よりお願いいたします。
私は１９７５年に東京パイロットクラブに入会いたしました。当時の東京パイロットクラブには、

市川房江先生、村岡花子先生、津田塾大学学長の藤田タキ先生など、そうそうたる、日本の女性
のリーダーたちが出席されており、楽しみと同時に緊張もいたしました。

東京パイロットクラブは（もちろん、日本で初めてのクラブです）１９
５１年３月に産声を上げました。１９２１年に創設されたアメリカのパイ
ロットクラブの３０年記念で、ぜひ日本にもパイロットを！と言う気運が
高まり、フロリダ州のセントピータースバーグパイロットクラブのお一人
が軍属で日本に滞在されていたこともあり、実現したわけです。それから
６６年の歳月が流れたことになります。この歳月の中で、日本も全国に
多くのクラブが設立されディストリクトに昇格いたしました。毎年行われ
る「ディストリクトコンベンション」はディストリクトとして、「友情と
奉仕」を高めるのに最も重要な催しです。

多くのメンバーから、「パイロットクラブは知名度がもう一つ上がらない！」と言う声を聞き
ます。しかしそれは、会員一人一人が、パイロット会員であることに誇りを持ち、自信を持って、
様々な活動、地域貢献を積極的に行う事で、「知られる存在」になり、イメージアップにつなが
るはずです。故J.F.ケネディ大統領の就任演説を借りれば、「人々がパイロットから何かをしても
らう、恩恵を受ける」のではなく、「私たち一人一人が、パイロット会員としてそれぞれの地域
で何ができるか？必要としている人々に何をしてあげられるか？」を各自が考え行動する必要が
あると思います。ボランティア発生の地アメリカ社会の中で、国際ボランティア団体として、
パイロットは大きな影響力を持っています。どうぞ、皆様の英知で、より一層存在感のある
クラブとして、おおいに発展させてまいりましょう！
PICラスベガス大会のことを付加えます。去る７月６日～８日実施されたPICには、日本から

１４名（コパイロット２名）が参加しました。少ない人数でしたが、各自ワークショップに参加
するなど、実り多い大会だったと思います。また、資金調達日本ブースも大評判で高い収益を
上げました。
こちらは、すでに各クラブへ報告済みです。PIにおける、日本ディストリクトの評価は非常に

高く、コニー会長、フェイス次期会長はじめ、理事のメンバーも日本ディストリクトに期待を
寄せています。軽井沢DC時、コニー会長のご子息のケビンさんより、ご寄附があったことは
ご承知と思いますが、PICラスベガス大会でも再びケビンさんよりご寄附がありました。すでに
日本ディストリクトの口座に入金しています。使途については、DACで検討し、ご報告します。
最後に、会員の皆様の増々のご活躍を心より期待します。また、９月９日、１０日の研修会、
１０月１日のパイロットウオークへのご参加を心よりお願いいたします

そしてこの４月川原前ガバナーのもと行われました軽井沢コンベンションに出席して下さった
コニー・ムーアPIプレジデントは、様々なディストリクトコンベンションの中でも日本のコンベ
ンションの質の高さに感動なさっていました。これは、議事の進め方や、コンベンションルール
をしっかり守り正しく運営している事だけでなく、日本全クラブから出席するメンバーの質の
高さや会員一人一人の「おもてなし」の心がコニー会長の琴線に触れた結果と思います。

パイロットインターナショナル 日本ディストリクトガバナー 鎌田 滋子



2017-2018 ＤＡＣ役員からのご挨拶

今期一年間、鎌田ガバナーのもと、学びの場と捉え、変えては
いけないもの、変えざるをえないもの、変えなくてはならないもの
を見極めて行きたいと思います。
そして、DAC一丸となって更なる日本ディストリクト発展のために

尽くして行いたいと思っております。どうぞご協力の程、宜しくお
願い致します。

ガバナーエレクト 牧野 裕子（むさしのPC)

前期、メンバーシップコーディネーターを務めさせて頂き、今期
はルテナガバナーということ で重責に身の引き締まる思い
でございます。会員の皆様の有意義な活動を伺い、その熱い
思いに触れることができました。会員増強は重要で継続してい
かなければなりません。また、小人数でも誇れる活動をされて
いるクラブも多数あります。１つ１つのクラブを大切にして行く。

ＤＡＣとの橋渡しの役目と念じ尽力させて頂きます。一年間、ご
指導ご協力を宜しくお願い致します。

皆様こんにちは！

新年度を前に、全国のクラブから提出物が届き、皆様とのコミュ
ニケーションが始まりました。重責を感じつつ、クラブの皆様と
ディストリクトを結ぶ架け橋となれますよう力を尽くして参ります。
1年間どうぞ宜しくお願い申し上げます。

書 記 中島 恵子（桜東京PC）

皆様からの大切なお金を管理するにあたり責任の重さを実
感しております。会員が減少している中、経費の削減は勿論
ですが活用の見直しも必要かと思っております。

皆様からご意見を頂きながら会費等のより有効な活用方法
を目指して参ります。
今後とも皆様のご協力をよろしくお願い致します。

ルテナガバナー 佐々木 由紀子（東広島PC）

会 計 佐藤 万里子（仙台PC）



ＰＩＦＦ レップ 森主真弓 （さつまＰＣ）

今まで、ご尽力されました方々の想いをしっかりと引継ぎたいと思います。
皆様が根を広げた活動を、さらに笑顔の花として咲かせ、地域になくては
ならないパイロットクラブとしての存在意義を高められるよう皆様と共に歩
んでまいりたいと思います。

メンバーシップコーディネーター 桑山 和子 （桜東京ＰＣ）
今年度も会員増強を第一の目標として進めて参ります。
メンバーシップとはその名前のとおり、会員の数を増やすことにあります。

クラブ内を和やかな雰囲気に保つことで外部の人たちからの印象が良くな
ります。茶話会などにお誘いする時も会員同士のコミュニケーションを大切
にしましょう。

資金調達部 コーディネーター 多田 利明 （金沢ＰＣ）

パイロットクラブを知ってもらい、輪を広げることが一番大切だと考えてい
ます。行政、マスコミ、企業等の多くの方々と接し、イベントに参加してもら
い、お手伝いしてもらい、賛同してもらうように活動をする。福祉施設の
人々と共にイベントを行うことも大事だと思います。一年間宜しくお願致し
ます。

プロジェクトコーディネーター 比嘉 良太 （沖縄ＰＣ）
今期は、4月コンベンションでアワード受賞クラブによる事例報告を9月研
修会にて予定しています。

金賞・・・むさしのPC 銀賞・・・三原PC 銅賞・・・熊本南PC

ご活躍の事例報告などを情報共有する事で全国姉妹クラブの元気づけに
なればと考えており 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。また、イン
ターネットを活用した情報共有の仕組みも検討します。

アンカーコーディネーター 佐竹 美智子 （東京ＰＣ）

初めてコーディネーターを承り、私自身いかに知らない事ばかりであった
かと驚いております。少しでも日本のアンカークラブの置かれている現状
を、皆様と共に深く理解し、継続的な支援の お役に立ちたいと考えており
ます。 一年間不慣れではありますが、よろしくお願い申し上げます。

広 報 渋澤 喜美代 （むさしのＰＣ）

初めてのディストリクトチーム参加にとまどいばかりですが、「パイロット便
り」発行をはじめ、会 員増強のために広報が出来ることを考え、実行して
ゆければと思っております。先輩方のご指導を仰ぎながら勉強し、お役に
立てるように頑張ります。どうぞ宜しくお願い致します。

Ｈ Ｐ 小笠原 直美 （盛岡ＰＣ）
ホームページ（HP）を活用し、「パイロット」「クラブ」の活動を知ってもらい、

会員増強につながるよう役 立てていただきたいと思います。今期もクラブ
HPの更新をお手伝いいたします。どうぞお気軽にご相談ください。

2017-2018 ディストリクトチーム紹介



～ 新入会員のご紹介 ～

ようこそ、友情と奉仕のパイロットクラフ゛へ

＊現在、14名の新会員が仲間になりました＊

皮籠石 優子（APOLLO東京） 橋本 美佐子（びわこ） 朝倉 香絵（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ東京）
黒川 務（熊本） 渡邊 悦子（ﾏﾙﾍﾞﾘｰ東京） 内舘 良子（盛岡） 黒須由起子（21東京）
森田 洋子（21東京） 中村 公子（21東京） 小角 裕美（大阪） 山本 雅子（大阪）
財津 澄子（桜東京） 笹谷 幸子（富山） 川端 伸彦（富山） 敬称略

2017-18 ディストリクトチーム 一覧 

PIFF レップ   森主 真弓   さつま    パーラメンタリアン 金子 昌子  むさしの 

メンバーシップ 桑山 和子   桜東京    チャプレン     庄嶋 施喜子 福岡 

資金調達    多田 利明   金沢     会計監査      市川 志保美 高崎  

プロジェクト  比嘉 良太   沖縄     会計監査      永岩 和子  さつま 

アンカー    佐竹 美智子  東京       

広報      渋澤 喜美代  むさしの   第 96 回 PIC 参加者委員会  

ホームページ  小笠原 直美  盛岡          委員長  神田橋 恵理子 東京 

                                 副委員長  豊泉 黎子    八王子東京 

指名委員会 委員長 武川 路代 奈良      第 28 回 DC 委員会 委員長   川端 千鶴 21 東京                      

       委員 檜山 博子 三原              副委員長  新井 伶子 21 東京 

       委員 嶺  昭弘 仙台         副委員長兼登録委員長  浅野 輝子 21 東京  

                         

 

2017年 9月 9日（土） 研修会/東京 2018年4月13日（金）～15日（日）
9月10日（日） 研修会/広島会場 第28回日本ディストリクトコンベンション
10月 1日（日） パイロットウォーク 会場/東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート
10月18日（水） パイロットインターナショナル創立記念日

2017-18 ディストリクト役員 

ガ バ ナ ー   鎌田 滋子  （東京 PC）    E-Mail  kiki-kamada@asahi.emailne.jp 

 

ガバナーエレクト  牧野 裕子    （むさしの PC）  E-Mail  makino25@ebony.plala.or.jp 

 

ルテナガバナー   佐々木 由紀子（東広島 PC）   E-Mail   you-1219@pink.megaegg.ne.jp 

 

書   記     中島 恵子  （桜東京 PC）   E-Mail   keiko.n.vln@lagoon.con.ne.jp 

 

会   計     佐藤 万里子 （仙台 PC）    E-Mail  mariko_satoh@fujiwaraya.co.jp 

 

 



PIコンベンション ラスベガス大会 ご報告

PIC参加者委員会 団 長 鎌 田 滋 子

委 員 長 神田橋 恵里子
副委員長 豊 泉 黎 子

第96回PICラスベガス大会は7月6日～9日パリスホ
テルにて開催され、日本からは14名（コ・パイロット2
名含む）が参加しました。

開会式。
日本の旗手は、にいがたPC肥田野正明会員のご
長男 肥田野義仁君（10歳）。大好評でした！

アラバマ州カリー高校アンカークラブから
日本語あいさつ付きのキャンディーを配っ
てのおもてなし。
カリー高校は年間アンカー賞を受賞しま
した。

今回の講演の共通テーマは、
『ボランティアを戦略的に考える』と
いうものでした。
また、ホテルが廃棄する石鹸類を
発展途上国に送る
「Clean the World」への参加など、
アメリカの奉仕活動に直接触れる
機会にも恵まれました

鎌田ガバナー
は質疑応答や
メモリアルサー
ビスでの独唱
などで存在感
を示されました。

「Pilot International」
「Clean the World」
と書かれたTシャツを
着て奉仕活動



資金調達ブースは商品が豊富で高い売上となりました。
皆様のご協力に、心より御礼申し上げます。

コニー前会長からは、日本料理やＥＣ
ＲとＤＡＣ会議をご用意くださるなど、
心のこもったおもてなしを賜りました。
＜ECRとDAC会議にて

コニー前会長と＞

帰りの飛行機のダイヤが乱れてアメリカ滞在
が急遽一日延びるという、帰国の際までエピ
ソード満載のPICでした。

＜2017-18年度会長フェイス・スタンプスご夫妻＞
次回はテネシー州ナッシュビルで開催されます。

★★★★★★★ パイロットインターナショナル 役員 ★★★★★★★

◆ 会長(President)           Ｆａｉｔｈ Ｓｔａｎｍｐｓ フェイス・スタンプス
◆ 次期会長(President-Elect) Ｋａｒｅｎ Ｃｕｐｉt カレン・キュピット
◆ 副会長(Vice President)    Deborah. K. Hays デビ-・K・ヘイズ
◆ 書記（Secretary） Elena Lara        エレナ・ララ
◆ 会計（Treasurer） Ｐｅｇｇｙ Ｂｅｎｔｏｎ ペギ-・ベントン
◆ 理事 (Director）

Collet Branch Cross コレット・ブランチ・クロス
Lisa.B.Pattererson リサ B パタ-ソン
Merrily.A.Burns メリリ- A バ-ンズ
Rhona Espinoza      ロ-ナ・エスピノ-サ


