
　ガバナーとなり最初の任務はカナダのモントリオールで開催された「第95回PI年次総会＆

リーダーシップ会議」に出席することでした。特に日本ブースはとても賑わって、良い交流

の場となりました。皆様のご協力と友情に守られて有意義なパイロットインターナショナル

コンベンションとなりました。

　今期の主な目標に１クラブ３名の会員増強を掲げてスタートしました。研修会では実例を

挙げての報告で大いに盛り上がり、会員の皆様もその大切さを身近に感じたことと思いま

す。会員、一人ひとりが情熱と危機感を持って会員増強にあたることが大切だと思います。

　秋には、ガバナー、ガバナーエレクト、ルテナガバナーの３名でクラブ訪問をいたしまし

たが、各クラブが地域に密着した地道な活動を実施し、一生懸命会員増強に努力されている

お姿に接し、感銘を受けました。

　新年に入り、寄付口座の使途検討委員会を立ち上げ、寄付口座設立の経緯を調査して、使途について今一度、検

討することに致しました。軽井沢コンベンションのワークショップで、皆様との意見交換の場を作り、改めて、寄

付口座の使途について考える機会に致しました。皆様から頂いたご意見をまとめて、DACと委員会が寄付口座の使

途について、方向を定め、来期DAＣに託したいと思っています。

　第27回日本ディストリクトコンベンションは、ホテルの日程の都合で、初めての１泊２日の開催となりました。

時間的な制約の中、コンベンション委員会のご努力と、会場に溢れた友情と笑顔に力をいただき、恙無く終えるこ

とが出来ました。またコニーPI会長から、大きな指針と多くのご指導をいただきましたことに感謝致します。

　今こそ、原点に戻り、国際民間ボランテイア団体として、パイロットの持つ意味、役割、倫理規約の存在を再認

識したいものです。支え合い、思いやりの心がパイロットの明るい未来へと続くことでしょう。

　一年間、ご協力いただきました会員の皆様、パーラメンタリアンをはじめとするディストリクトチームの皆様そ

して、身近で支えてくださいましたDACの皆様に心より感謝申しあげます。  

ガバナ－　川原　和美  (さつまPC)
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　2016年～17年は、私にとりまして、「ガバナー見習い？」として、大変貴重な１年でした。川

原ガバナーのもと、日本ディストリクトとして進むべき道を再確認する年でもありました。会員

増強を第１のスローガンに掲げ、クラブ訪問の際にも、会員お一人お一人に、出来るかぎりお願

いいたしました。それぞれのクラブが抱える問題はありますが、多くのクラブが、真剣にメンバ

ーシップに力を注いでいただきました。

　1921年にアメリカジョージア州で創立されたパイロットインターナショナルは、東京オリンピックの次の年2021

年に100周年を迎えます。そして、同年、日本で最初に誕生した、東京パイロットクラブは70周年を迎えることに

なります。これらの記念の年に向けアメリカのPI本部をはじめ、全パイロットが、パイロットクラブの在り方を改

めて見つめ直すチャンスとしています。

　この先の100年も、社会貢献できる素晴らしいサービスクラブとして存在できるためには、どのようにしたら良い

か？会員増強、新クラブ設立等も、大きな課題です。それに加え、地域性を活かした社会貢献、福祉活動なども、

もう一度深く見直す大切な日々と思います。古い伝統を誇りに思い、さらなる将来への発展に目をむけて行きたい

と思います。

ガバナーエレクト 鎌田　滋子（東京PC）

　皆様と有意義な一年間を過ごすことができましたことは、私の宝をもう一つ増やすことになり

ました。パイロットの皆様と力を合わせて、行事を迎えるにあたり心の通じ合う行動が、より大

きな絆を作ることの喜びを感じていける素晴らしさを実感いたしました。

　役職をお受けすることで、多くの会員の皆様と交流ができる幸せを一人でも多くの会員の皆様

が受け止めてくださる事を心から願いながら、一年間の感謝の言葉とさせて頂きます。明るく快

くそして力強いご協力に大きな感謝で一杯です。ありがとうございました。

ルテナガバナー 植原　菊枝（高崎PC）

　一昨年に続く２度目の書記を無事に終えることにほっとしています。

　範囲が広い書記の任務の中でも、会員の入退会と会員数の管理は、会計とも関係があり気を遣

う仕事です。会員数の減少に悩む今期は、途中入会欄の毎月空白が続きました。パイロットを元

気にして、認知度を上げる為の一番の良薬は仲間を増やすことと痛感しています。

　多岐に渡る書記としての仕事が自分を成長させてくれたと心から感謝しています。沢山のご協

力有難うございました。

書　記 末吉　真由美（さつまPC）

　ＤＡＣの会計業務を始めてみて、自分はこの仕事に如何に向いていないか、こまめに記録する

ということが如何に重要かを思い知ることになりました。会計は収支を正確に記録するとともに

限られた資金を有効に使うためにどのように有効に運用するかが大きな使命の一つだと思います

が、ＰＩ日本ディストリクトは会員の減少と共に限られた資金をどこにどれだけの資金を使う

か、根本的に見直す時期に来ているように思います。例えば昨年の決算でみれば、ＰＩコンベン

ションに参加する費用は、ＰＩ本部からの補助金を除いて約129万円かかっており、この費用は会費収入の25％を

占めております。春のコンベンションの会費収入に対する比率は21％ですから、４％も多い比率になっています。

ＰＩコンベンションへの参加も重要だとは思いますが、参加される会員の個人負担も大きいだけに、一部会からの

補助金を出して代表を送るといった方法も考えるべきではないかと思います。また近くの銀行に口座開設を行う

際、法人でもなく、個人でもない団体の存在を認めてもらうのに苦労した経験がありますが、マイナンバー制の導

入と共に、法人でもなく、個人でもない事務所の存在を証明することが困難になってきております。先ず一般社団

法人の設立を目指して、その後に公益社団法人の設立を目指すべきだと思います。最後に同じクラブの武川路代さ

んの助けを受けて任務の達成ができたことを報告し、ここに感謝申しあげます。

会　計 稲岡　勲（奈良PC）
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　２年間、PIFFレップとして色々な経験をさせていただき、ありがとうございました。

　2016年から、Pick Me Up助成金についてお知らせしていますが、利用されるクラブはまだ少な

いように思います。各クラブ毎年200ドルを上限に、簡単な手続きで申請できますのでチャレンジ

されてはいかがでしょうか。

PIFFレップ 柳瀬　彩子（大阪PC）

　今期に引き続き、来期もコーディネーターを務めます。よろしくお願いします。

　来期は、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。

プロジェクトコーディネーター 比嘉　良太（沖縄PC）

　今期ディストリクトチームの一員として、資金調達コーディネーターを務めさせて頂きまし

た。クラブの根幹となる、地域の交流先・支援先の寄付金捻出と、自クラブの活動資金を調達す

るため、夫々が創意に工夫を重ねて取り組んでいます。

　昨今会員が減少気味の潮流に漂いながらも、パイロット精神の本質を見据えて取り組む限りで

　は、クラブ衰退の悲観は無用でしょう。資金調達の方法は幾多もあり、そのクラブ毎のアイディ

アと知恵次第で楽しくもあり、場合によってはストレス加速もあります。要はどのような催事でも成功させるには

チームワークが大切なことは言うまでもありません。今期は時によりクラブ間の連携により新たな資金調達の可能

性が花開くかも・・・一年間多くの気づきをいただき感謝申し上げます。

資金調達コーディネーター 浅野　常子（八王子東京PC）

　コーディネーターとして、第26回DCで「各クラブ３名の増員」を目標に掲げ活動してまいりま

した。昨年９月、東京・広島会場での研修会では「会員増強」のテーマで活発なブレインストー

ミングを行いました。多くの会員樣から創意工夫した企画、継続している有効な方法等、アイデ

ィアを発表して頂き、皆様の前向きな姿勢に感激致しました。「増強活動に終わりは有りませ

ん！」継続して取り組んで頂きたいと思います。

　反省点としては「会員維持」の重要性にも目を向け、少人数クラブの現状把握とサポートシステムについて組織

を挙げて、取り組まなければならないと痛感しております。この一年間のご協力に、心から御礼申し上げます。

メンバーシップコーディネーター 佐々木　由紀子（東広島PC）

　メンバーシップメンバーとして、佐々木コーディネーターの的確な指導のもと１年を過ごさせ

て頂きました。各PC３名の増員を目標に出発した１年でした。又アンケートの集計は大変でした

が、各PCの状態が良くわかり大変参考になりました。この１年ディストリクトチーム皆様のご苦

労に感謝申し上げ、数々の勉強させて頂きありがとうございました。

メンバー 田村　典子（むさしのPC）



　アンカーに関しましては、コミュニケーションの強化を目指しましたが、親クラブ、アンカー

ドバイザー、アンカークラブの　連携が上手く機能している所もあれば、不足している所もあ

り、コーディネ―タ―として力不足を反省しております。

　将来を担う若い人達への指導・育成はパイロットにとりましても重要事項です。老若男女、年

齢関係なくパイロットの基本方針を踏まえ、アンカーやパイロットジュニアの成長・発展にパイ

ロット会員は寄与・貢献していくことの大切さを痛感しました。２年間、会員の皆さまにご支援頂き、ありがとう

ございました。

アンカーコーディネーター 津田　素子（桜東京PC）

　クラブの活動情報発信が、パイロットの魅力を伝える１番の方法です。ホームページ、PILOT

便り、ガバナーズブリテンが、クラブの会員増強・PILOTの認知度向上につながることを願って

おります。

広報・ホームページ担当 小笠原　直美（盛岡PC）

　振り返ってみると、川原ガバナー期には実にさまざまなことがありました。

　いま、DACは無事任期を終えられましたが、私はこの一年間、少しでもお役に立てたのだろう

かと自問自答しております。

　パーラメンタリアンとして一番大切にしてきたことは、ガバナーはじめDAC役員との意思の疎

通をはかることでした。お互いの信頼関係が構築されていたからこそ、ガバナーからの質問にも

的確に対応できたのではないかと思います。忙しいけれど、楽しく、やりがいのある一年間を過ごさせていただき

ました。

　今、日本ディストリクトは最も難しい局面を迎えております。それらに立ち向かっていかれる来期の役員の皆様

に、期待いたしております。

パーラメンタリアン 杉村　良子（奈良PC）

　パイロットの慈善は、創立1921年以来97年の歩みそのものです。その実践力は、崇高な使命感

を持って継続してきた会員一人ひとりの人間性にありましょう。常に社会ニーズに先駆的に取り

組んできた活動歴から学びあい、「友情と奉仕」という心に響く指針、そして「常に友を得る機

会を・・・・・」の倫理規約に詠われ、思いを深くします。

　基本的には「無差別ポリシー（方針）」を根底に、最新の「パイロットの基本方針ABC」を包

含した活動として、グローバルな世界中の地域奉仕を、日本から「生活（命）の質〔QOL〕の向上」を目標に継続

し、そのパイロットの活動が明日（未来）の社会に常に前向きに貢献し、ひいては友情の力が実りをもたらすと信

じ、祈ります。チャプレンは、コンベンションで、開会式、就任式、追悼式で祈りのことばを述べます。また、認

証式があれば、そこで祈りを捧げます。要所ごとに祈りの時が定められているのは、パイロットに深い精神性が求

められているためだと思います。そして、奉仕団体である以上、それは人間愛に根ざすものなのでしょう。「パイ

ロットの祈り」について、考える機会を与えられたことを感謝いたします。

チャプレン 陣内　ヒロミ（熊本PC）

　毎年、１月にはＤＡＣ役員の推薦が各クラブから上がってきます。この方こそＤＡＣの一員に

なってほしいと推薦されたことを真摯に受け止めて、ＤＡＣの忙しさや責任の重さはあります

が、万難を排してチャレンジしていただきたいと思います。会員には少しの時間や資金をパイロ

ットに捧げるよういわれています。昨今は諸般の状況にかんがみＤＡＣの事務がスリム化しまし

た。これからはもっと誰でもやってみようかなと思われるようなＤＡＣになっていただきたい。会員の皆様、日本

ディストリクトの発展のため、どうぞ力を貸していただきたいと切に願います。

指名委員会 委 員 長 土岐　正子（奈良PC）

佐藤　万里子（仙台PC）・中島　恵子（桜東京PC）　　　　　 委 　 員
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　2016-2017年度のＰＩコンベンションは、７月６日から９日までカナダケベック州モントリオ

ールで開催されました。アンカー１名を含む総勢14名の参加でした。

開会式で川原ガバナーが着物姿で入場され

　た時には、会員の気持ちも最高潮に達し、

今後のパイロット活動を更に頑張ろうと決意を新たに致しま

した。

　コニー・ムーアPIプレジデントの掲げるテーマ‘Charting

the Course’（航路を描く）は、これからのパイロット活動

のみならず、私たちの生き方にも目標となるものでした。参

加してくださった皆様、バックアップいただいた全国のクラ

ブの皆様に心より感謝申し上げます。

第95回PIコンベンション参加者委員会　委 員 長 濱田　恵里子（さつまPC）

副委員長 森主　真弓（さつまPC）

　浅間山に雪が残る、春浅い軽井沢プリンスホテルのコ

ンベンションは、都合で１泊２日となり、プログラムを

組むのに大変苦労いたしました。土、日２日間というこ

ともあり、今までお仕事の都合で出席出来なかった方を

はじめ、予想以上の会員の皆様にご出席をいただきまし

た。ＤＡＣ役員はじめ、各種委員会の皆様のお力添えに

心より感謝申し上げます。

第 27回 ディストリクトコンベンション委員会

内田　民以

副委員長 小柳　明子・森田　益美

委 員 長

 （ホスティングクラブ東松山PC）

　川原ガバナーから、寄付口座設立から時間が経つにつれて寄付口座の使途が曖昧になっているので、明確にする

必要を感じて寄付口座検討委員会を立上げると私達３名が指名され、コンベンションまでに筋道を明確にしなさい

との指令により、短期間で３回ほど会議を重ね検討しました。

　ディストリクトスタンディングルールズ第19条、及びガバナーから渡された資料と過去５年間の寄付口座、及び

一般会計の収支報告書などの検証を行い、その結果、口座からの支払は、①災害支援、②PIFF、スペシャルオリン

ピックス等の団体に寄付、③ディストリクト助成金・ブレインマインダーズ関係、アンカー育成金（ＰＩコンベン

ション参加費補助）等が行われていました。これらの支出に関して会員の同意を得ないものがありました。今後、

DACは現状を踏まえた上で検討を行い、会員の意向を反映した寄付口座の使途についての発表を願っています。

　次に、パイロットは、現在まで懸命に資金調達を行い積み重ねれば大きな金額を多方面に寄付してきましたがパ

イロットの認知度は上がっていません。

　ここで、寄付プロジェクトを含めたパイロットのあり方を考え直す時期ではないかと考えます。日本ディストリ

クトが元気でパイロットの認知度が高まる全国レベルのプロジェクトのアイディアや忌憚ない意見を聞きしたいと

「寄付口座に関するアイディア・ご意見のお伺い」を作成しました。お寄せいただいたアイディアや意見は纏めま

してDACに提出しました。DACは今後、会員の意見を参考にしてパイロットの認知度が高まるようなプロジェクト

活動を考えて、会員に発表して欲しいと切に願っております。

寄付口座検討委員会 委 員 長 金子　昌子（むさしのPC）

川端　千鶴（21東京PC）・津田　素子（桜東京PC）　　　　　 委 　 員

ディストリクト寄付口座について
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第95回PIコンベンションが、カナダ・

モントリオールで開催されました。

エクスカーションのナイアガラフォ

ールズでは、雄大な自然の造形に圧

倒され、色々なハプニングも思い出

に残る旅でした。

７月 PIコンベンション

東京と広島の２ケ所で開催しました。今期

最大のテーマである「１クラブ３名の増

員」についてのブレインストーミングは、

会員の心にひびく盛り上がりになりまし

た。来期に良い結果が現れることを期待し

ます。

９月 研修会

９月～11月 クラブ訪問

各地のクラブを、ガバナー・ガバナー

エレクト・ルテナガバナーが訪問しま

した。今年は18クラブ訪問しました。

〈
東
京
会
場
〉

〈
広
島
会
場
〉

10月 パイロットウォーク 10月２日（日）晴天に恵まれ、各地で開催されました。

１月 DAC会議（大阪）

すでに春のDCの準備が始ま

っています。

９月 奈良アンカークラブ再出発

９月18日 奈良パイロットクラブを親クラブとして

奈良学園大学に奈良アンカークラブが再興されました。

６月 DAC引継会

2017-18年度DACへと

引継がれました。

1月 寄付口座使途検討委員会設置

寄付口座の使い道の検討のため検討委員を設置し、委員

３名を川原ガバナーが指名しました。



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

初めての１泊２日

での開催であった

が、ホスティング

東松山PCの入念

な 準 備 に よ り

粛々と進行。

50人以上の参加で楽しい

前夜祭となりました。コニー会長は御子息とそのフィアンセと共に来日。

就任バンケットにはコニーPI会長は和服で登場し、日本文化を楽しまれました。

活動部アワード金賞は、東広島・むさしの・コザの３クラブ！

講演

大西教授

Pick Me Ups

に通じる貴重な

講演でした。

第28回DCへのおさそい。（東京ディズニーランド近く）

東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート 次期ガバナーへ。



今期は、ご要望のあったクラブホームページの記事を更新させていただきました。来期も引き続きホームペ

ージを担当させていただきます。自クラブではなかなかホームページの更新が難しいという場合にはお手伝

いいたしますので、お気軽にお声がけいただければと思います。
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★研修会

★パイロットウォーク

★第28回 PI日本ディストリクトコンベンション

９月９日(土)  東京会場

９月10日(日)  広島会場

10月１日(日)  全国各地

2018年 4月13日(金)～15日(日) 

会場：東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート　

ホスティングクラブ：21東京PC

アンカーキャンプ

軽井沢ディストリクトコンベンション

救命講習会・・・

みんな真剣です。

友達の輪が広がりました！

PIコンベンション

あゆみ作業所ボランティア

2017 -18 日本ディストリクトチーム 2017-18 行事予定


