
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

6 月は次のパイロット年度を楽しみに待つ時間です。クラブとディストリ

クトは 2020-2021 年度の目標を設定し、作業プランを作成します。 2019-

2020 年は予想外の難題を抱えましたが、私たちは力強く立ち向かい変化と

困難を乗り越えました。パイロット次年度の計画をする際に、この困難な時

期に達成した事を振り返り、協力する事でどれだけ多くのことが達成できる

かを考えましょう。 

 

アトランティックシティでのパイロット国際大会は中止となりました。友人

との再会や新たな友人を作る機会を逃し、皆ががっかりしました。しかし、

私たちはパイロットであり、「いつも真実の道」を進み続けます。今年の選

挙、予算承認、資金調達、ワークショップ、指導者会議、パイロットインタ

ーナショナルの役員のトレーニングは、今までとは違うスタイルとなります。   

 

パイロットインターナショナル執行委員への候補者のビデオは、PI のウェ

ブサイト www.pilotinternational.org にあります。候補者と彼らのパイロットに対するビジョンを知る為にビ

デオを見て頂きたいと思います。 

 

PI 執行委員と予算案に関しての投票はメールで行われます。投票の指示と投票用紙はクラブ代表、IAC、及

び元会長に送られます。  

 

ディストリクト役員達は、次年度の成功に向けたトレーニングを受けます。 2020 年 6 月 27 日にウエブ

上の指導者会議とディストリクト役員研修が開催されます。このようなテクノロジーの時代に生きている

のは、なんと幸運なことでしょう。 

 

大金の勝者になりたい方はどれくらいいらっしゃいますか？ $$$。 PI の資金調達とカルカッタのチャン

スに目を向けてください。   

 

ワークショップが計画されており、PI Web サイトで利用できるようになります。 メンバークリックス、

ボランティア時間、PIFF、コンパス、アンカー、資金調達、プロジェクトなどのトピックが含まれます。 

 

皆が一緒になれる日を楽しみに、パイロットの抱擁を送ります。 

パイロット年度の成功をお祈りします。 
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パイロットインターナショナル 
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Do More. Care More. Be More.！   

デビー・ヘイズ   

パイロットインターナショナル会長 
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ガバナーメッセージ

 
 
 
 

 

   

 

 

パイロットの発展と拡大のために、クラブの

活 動 や 在 り 方 を よ り 良 い 方 向 に 見 直 し て

「change」しましょう！このような呼びかけで

2019-2020 年度を開始して早くも１年が過ぎ

ようとしています。皆様のクラブにとって今期

はどのような１年でしたか？ 

 

 今期、寄付口座の有効活用とディストリクト

の認知度を広げることを目的として、「パイロッ

トクラブ・チャレンジ助成金」と「パイロットクラブ・エール賞」を創設し、

第１回目の公募と選定を実施しました。これは私たちが選択したチェンジの一

歩だと考えています。 

 

 また新型コロナ感染症の影響は、第 30 回春のコンベンションの中止をもた

らしただけでありません。感染症予防のための社会活動の自粛、生活様式の変

化は、パイロットクラブにも例会や活動を見直して、チェンジせざるを得ない

状況を作り出しました。 

 

 パイロットの崇高な理念が、100 年の時を経ても会員の心の中で受け継がれ

ていることは、私たちの誇りです。しかし、この感染症により社会と生活様式

がいともたやすく変化せざるを得なくなった現実を、奉仕団体としても重く受

け止めなければならないと、私は考えています。 

 

 人は社会の中で時代と共に生きています。パイロットクラブも例外ではあり

ません。パイロットの信じる心のあり方は、いつの世も人として正しいもので

あっても、その思いを伝える活動は社会と時代の流れに寄り添わなければ、と

り残された組織になってしまいます。 

 

 どこを変えてどこを残すのかは大変難しい問題であり、最良の方法がどれな

のかは誰にも判断できません。しかし、私は出来得る限りの思考を経た判断な

ら実行することが、新しい時代を拓くと考えています。世の中にリスクのない

判断はなく、リスクをどのように解決していくかが重要なのです。 

 

 パイロット精神を広め未来に伝えていくために、私たちは友情を胸に互いを

思い遣りながら活動を続けましょう。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

末吉 眞由美 

日本ディストリクトガバナー 

 

2019-2020 

日本ディストリクト役員 

 

ガ バ ナ ー 

末吉 眞由美 

 （さつま PC） 

mayumichan@po2.synapse.ne.jp 

 

ガバナーエレクト 

中島 恵子 

 （桜東京 PC） 

keiko.n.vln@lagoon.ocn.ne.jp 

 

ルテナガバナー 

佐藤 万里子  

（仙台 PC） 

mariko_satoh@fujiwaraya.co.jp 

 

書 記 

小笠原 直美  

（盛岡 PC） 

ogachan.naomi@nifty.com 

 

会 計 

木村 裕紀  

（スカイピア PC） 

pilot.kimura@gmail.com 

 

 

 

 
PI 日本ディストリクト 

30 周年記念ピンバッジ 

 

 

Do More. Care More. Be More.！  もっと奉仕を,もっと思いやりを,もっと拡大を！ 
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私たちは「Change」の一歩を 

踏み出しました！ 



ＰＩＦＦレップ 

清水 恭子（高崎 PC）

ガバナーエレクト 

内田 民以 （東松山 PC） 
ルテナガバナー 

森主 真弓（さつま PC） 

書 記 

木村 裕紀（スカイピア PC） 
会 計  

武川 路代（奈良 PC） 

ﾒﾝﾊﾞｰｼｯﾌﾟｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

羽根 由（富山 PC） 
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

菊池 英子（仙台 PC） 

ｱﾝｶｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

西 洋子（鹿児島 PC） 
広報担当 

福井 美穂（熊本 PC） 
HP 担当 

山下 朋子（桜東京 PC） 

パーラメンタリアン 

有村 悦子（鹿児島 PC） 

指名委員会 委員長

土岐 正子（奈良 PC）

指名委員会 委員 

牧野 裕子（むさしの PC） 
指名委員会 委員 

丹羽 香久子（富山 PC） 
会計監査員 

上條 君江（むさしの PC） 
会計監査員 

木田 きよみ（熊本南 PC）

資金調達ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 
増田 麻佐子 
（ｳｨﾝｸﾞ広島本郷 PC） 

チャプレン 

川原 和美（さつま PC） 

 
 

来期、どうぞよろしくお願いいたします！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガバナー 

中島 恵子（桜東京 PC） 
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2020-2021 年度新役員のご紹介 
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6 月 22 日、桜東京パイロットクラブのご協力により東京の国際文化会館で、

パイロットクラブ・エール賞の授賞式が行われ、中島ガバナーエレクトから

木谷正道様に賞状と賞金を贈呈しました。 

この模様は、IT を使いこなされている木谷様によりネット配信で一般の方々

にも生中継され、YouTube でご覧いただけます。 

＜http://miracletv.site/?p=3342 授賞式（6 月 22 日 13:30~＞ 

 

木谷様は受賞の挨拶の中で、次のように述べました。 

「日頃は皆様へエールを送る側ですが、このたびは私がパイロットクラブ・

エール賞をいただくことになり、大変嬉しいです。この賞は、私一人ではな

く共に活動している仲間と一緒に受賞したと受け止めています。（コロナ禍

の現況を鑑み）今、まだ何も終わっていません。今、始まったばかりです。

これから何をしたいのか、何ができるのか、自分の考えをしっかりと表現し、

人と関わっていくことを始めましょう。」 

木谷正道氏ご紹介 「心の唄～共に生きる」 

神奈川県平塚市に生まれ、東京大学卒業後都庁勤務 

在職中に幼なじみから「僕たちはもっと地元に関心を持つべきではないだろうか」と

意見され少しずつ地元に関わるようになる。 

自然災害を前提とした町作りを提唱し、地域のコミュケーションの重要性を訴える。

「すてきなまちをみんなでつくる」「市民がつくる福祉」など参加

型の市民活動を推進。造詣の深い音楽と囲碁を通して、高次脳機

能障がいの方々の心を和らげ、温かな交流のあるボランティア活

動を展開している。 

 

 

今期日本ディストリクトが創設した「パイロットクラ

ブ・チャレンジ助成金」受賞団体のひとつである「子ども美術教室ピカ

ソ」より、このたびディストリクトに感謝状を頂戴しました。 

この教室は元教師の宗紘一郎さんが鹿児島市と南九州市で無償で開講

していて、障がいのある子どもたちが豊かな感性を色や形で表現して

楽しんでいます。 

主宰者の宗先生も、親御さんたちも第１回目の助成金

決定を大変喜んで下さり、かねてより支援を続けてき

たさつま PC を通して、ディストリクトへの感謝状を

頂戴しました。「子ども美術教室ピカソ」のフェイス

ブックでも大きく取り上げられています。 

 

パイロットクラブ エール賞 贈呈式 

Page ４ 

パイロットクラブ チャレンジ助成金 受賞団体の感謝状 

～「子ども美術教室ピカソ」 より感謝状～ 

～ パイロットクラブ・エール賞を木谷正道氏に贈呈 ～



「こども食堂」活動を支援、「パイロットウォーク」、「ふらっとふれあい食堂」活動を支援、「施設イベント支援」 
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「薫風とやま物語」 

和洋のｺﾗﾎﾞｺﾝｻｰﾄ、ﾃｨ‐ﾀｲﾑ
では支援先のお菓子を提供 

〇その他、プロジェクト活動 

 

PI アワード 「優秀パイロットクラブ賞・緑レベル」で 富山パイロットクラブが第 2 位を 

「優秀コミュニティサービス賞・銀レベル」で びわこパイロットクラブが第 4 位を受賞しました！ 

 
◆ 富山パイロットクラブ 「 優秀パイロットクラブ賞 緑レベル 」 第 2 位 ◆ 

 

 

 

 

 

 

 

◆ びわこパイロットクラブ 「 優秀コミュニティサービス賞 銀レベル 」 第 4 位 ◆ 

   
 

 
 

 

★ PI アワードについて 

PI は、模範的な活動をしたクラブまたはパイロット会員を表彰するため、７つの部門別に PI アワードを設けています。 

今回富山 PC が受賞した「優秀パイロットクラブ賞」は、コミュニティ奉仕プロジェクト、資金調達、及び知名度を高める

等、全般的に優れた活動をしたクラブを表彰するものです。会員数により３つのレベルで評価が行われます。 

銀は会員２５名以下、緑は２６名〜４０名、金は４１名以上のクラブです。これまでに、2 年前に秋田パイロットクラブが、

フェイス・スタンプス PI 会長の薦めで応募し「優秀コミュニティサービス賞」 （コミュニティサービスに優れたクラブを表

彰）銀レベルで１位を受賞しました。昨年は東松山 PC が同賞の銀レベルで 2 位を受賞しています。今年びわこ PC

は 4 位でした。ディストリクトのアワードに応募のあったクラブから、DAC が選定し PI へ応募しています。 

 

( 北日本新聞掲載 )

「パイロット美術展」 
脳関連障がい者の作品 150 点
を、ショッピングモールに展示 

「パイロットウォーク in 富山 
ファミリーパーク」 

動物園でパイロットウォークを実施 

「ブレインマインダーズ＆ 
ミニコンサート」 

同時にミニコンサートを開催 

「チャリティゴルフコンペ」 

収益金を作業所へ寄付。 
北日本新聞に掲載

PI アワード受賞クラブのご紹介 

「葦刈り」 
滋賀県の活動に協力者とともに参加 

「チャリティコンサート」 
地元企業による多数の協賛広告

「チャリティ映画会」 
障がい者への理解を促す作品上映

(北日本新聞)
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当クラブの会員は、40 代後半から６０代前半の比較的若い世代（会長森田

以外）で、様々な職業で活躍しています。新型コロナ感染のため集会ができず、

今はオンラインミーティング等でお互いの連絡を取っていますが、もどかしい

思いです。しかし、讃岐うどんのように腰のあるクラブにしていきたいと思っ

ています。 

新型コロナ問題が解決後に、私達の主な活動として、パイロットウオーク、ブ

レインマインダー、絵画展などを考えています。 

未熟な私たちですが、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いします。 

 

 

スカイピア PC は、空でつながる活動を目標に、通販やネット

美術館などでパイロットを発信するという大きな夢の下設立され

ました。が、現実はそんなに甘くなかった。通信環境やパソコン・

ネットの知識又、お財布の問題など…解決すべき課題が沢山あり

ます。ネット活動は少しとん挫していますが、その分地上に降り、

札幌ＰＣが支援していたコロボックルさん、前橋の社福）あいさん

への寄付活動を行っております。ブレマン活動は、姉妹クラブの

姉様たちのサポーターをしながら訓練中です。 

 

さつまパイロットクラブは今年 33 年目を迎えました。会員数

20 人前後を維持して平均年齢もぐっと若くなりました。季節

ごとに、ひな祭り例会、花見例会、ゆかた例会、クリスマス例会

やファンド目的でもあるおにぎり例会等を行ってます。楽しく

例会をしていますが、今年は新型コロナウイルスの影響で3月

4 月の例会を中止し 5 月は戸外での例会を企画しました。し

かし、あいにくの雨天のため会員の事務所での開催となりま

したが、全員マスク姿で新型コロナウィルスに翻弄された年の

思い出になる例会となりました。 

 

 

編集後記 

梅雨の晴れ間が恋しいこの頃です。今期パイロット便りの発行に際しましては、原稿やお写真の依頼等急なお願いにもかか

わらずご協力を賜り感謝申し上げます。2019 年８月号から毎月、デビーPI 会長と末吉ガバナーのメッセージや各クラブの

自慢できる事、コーディネーターからの想い等、皆様にお届けすることが出来ました事は、コンベンションの中止という思いも

よらない時にパイロットの繋がりを感じられる一つのツールだったのではなったかと感じています。至らない事が多々あったか

と存じますがパイロットの友情に免じてお許しを戴ければ幸いです。一年間パイロット便りをお読み戴き有難うございました。 

広報担当 福井美穂 

スカイピア パイロットクラブ 

さつま パイロットクラブ 

高 松 パイロットクラブ 

 クラブ自慢 コーナー ♬ 

（勢揃いはめったにありませんが、後ろの猫耳がシャイな青木会員です。）


