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コロナウィルス感染が認識され始めて 3 カ月が過

ぎ、自粛生活を経て徐々に社会活動や経済活動が

再開されつつあります。 

この 3 カ月間はパイロットクラブにとっても予想しな

かった状態を生み出しました。例会やイベントができ

なくなり、私たちはパイロット活動が人と人のつながりの

上に成り立っていることを実感し、クラブの存在がどれ

ほど自分に力を与えていたかを知りました。 

 

さて今期の PI コンベンションでデビー・ヘイズ PI 会長は方針のひとつとして、「パイロッ

ト活動の考え方の基本は、誰も死ぬことが無ければそれで良しとして楽天的に行きたい」

と述べました。そんな人柄ですから、6 月末に予定されていた第 99 回 PI コンベンショ

ンが中止されても、とても前向きです。転んでもタダでは起きない逞しさを感じます。 

 

 世界中でしばらくは、ウィルス対策を外せない暮らしが続くでしょう。コロナ以前と同じ

活動に戻れる日はいつなのか、まだ予想もつきません。しかし困難な時こそチェンジの

チャンスです。ディストリクトのホームページには 5 月例会をウェブ上で顔を見ながら行

ったむさしの PC の記事が掲載されています。私の所属するさつま PC は 5 月例会を、

木陰のある川沿いの公園で、日曜日にピクニック気分ですることになりました。さつま

PC では例会を 2 ヶ月中止したこともあり、久しぶりに全員が揃う予定でとても楽しみにし

ています。 

 今改めて思い出すのは、どんな時でも与えられた環境の中で最善を尽くすことがパイ

ロットの使命だと謳う倫理規約です。最大のピンチは、私たちの考えかたひとつで思い

がけないチャンスになるかもしれません！出来ないことを憂えるのでなく、出来ることを

探しながらクラブで繋がる楽しさを取り戻しましょう！ 

チェンジの先には明るいパイロットの未来があると信じましょう！ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パイロットインターナショナル 
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日本ディストリクト 

30 周年記念ピンバッジ 
 

今出来る事を出来る方法でやり続けましょう 

※ ５月の PI プレジデントメッセージは、D64 

発信 「ECR 報告」 としてクラブに送信しました。 

（ デビー・ヘイズ PI プレジデント ） 
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4 名の DAC が考える、 

「楽しいパイロット」 と 「こんなパイロットでありたい」 特集です。 

 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、世界は様相を一変しました。こ

れを予防するワクチンが開発されるまで、私たちはこの感染症ウイルスとの共存

を図らねばならなくなりました。3 月頃から、各クラブは例会を見合わせ、状況

を静観されていたことと思います。国民一人ひとりの意識が高まり、外出自粛、

ソーシャルディスタンスを徹底することにより、GW 明けから感染拡大にようや

く歯止めがかかり、新しいフェーズへと舵が切られています。私たちパイロット

は、何をすべきか、何ができるのか、厳しい状況と向き合いながら自問自答を繰

り返していました。この状況を憂えるのではなく、ピンチをチャンスに変える前

向きな発想が求められています。既に例会をオンラインに切り替えたクラブもあ

る一方で、ディストリクトからの配布物を各会員に手渡しで届けたというクラブ

会長がいらっしゃることもお聞きしています。今こそ、末吉ガバナーが掲げられた“Change”の時で

す！IT を大いに活用しましょう！web 例会、大歓迎！集えなくてもネットでつながりましょう！IT が苦

手な会員には、IT に強い会員が手を差し伸べて、クラブの絆を深めましょう！ 

来期は、いよいよ IT 活用をさらに展開していきます。どんな時でも柔軟に順応し、パイロットの

「和」を保ち、パイロットの「輪」を広げて行けるように、末吉ガバナーからのバトンを引き継いで参

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国のパイロットメンバーの皆様、お元気ですか？新型コロナウィルス感染症

が世界中を恐怖に陥れ、パイロットも金沢でのディストリクトコンベンション・Ｐ

Ｉコンベンションが中止となりました。各地のパイロット活動や例会も中止を余

儀なくされたことと存じます。ようやく「出口」の明かりは見えてきましたが終息

後も以前と同じには戻らないでしょう。9 年前の東日本大震災の時も言われた３

つの B、「Build・Back・Better」「より良い復興」です。自粛により人の往来がなく

なりましたが私達の支援を求めている施設も多くあります。直接会えなくても電

話やＳＮＳなどで状況を確かめ合うことができます。非日常の生活は何が大切か

何が必要かを再確認できる時間なのかもしれません。このような状況になったか

らこそ繋がりが必要と感じた方も多いと思います。反対に省略できる部分も見つ

かった事でしょう。さて、タイのプーケットでは、ロックダウンにより現生するカメの仲間としては 大

級のオサガメの巣穴がこの 20 年のうちで も多く確認できたそうです。砂浜がカメたちに暮らしやすい

環境になったとのこと。コロナ禍が環境にプラスに働いているのです。人に営みが自然に負荷をかけてい

ることを認識するべきです。今までの慣習に囚われず新しい生活様式を作って行きましょう。「チェンジ」

はこれからも続きますね。 

「仕方がない」ではなく「仕方はある」です。出来ることを「いまから！これから！」です。「何をしても

らうか」ではなく「何をしてあげられるか」これからの世代に何を残してあげられるか？「友情と奉仕」

の精神を揺るぐことなく進めて行きましょう。 

 

 

 

 

ルテナガバナー 佐藤 万里子 （仙台 PC） 

「 パイロットはこうなったらいいのでは？ 」 ～ DAC の気持ち 
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ガバナーエレクト 中島 恵子 （桜東京 PC） 
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昨年 7 月、シカゴ PI コンベンションで、末吉ガバナーは日本ディストリクトの

テーマに「Change（変化）」を選びました。PI が生まれて 99 年、日本で 69 年、デ

ィストリクトは 30 歳になりました。「友情と奉仕」の精神は大切にしながら、時代

にあわせて必要な変革を！というお気持ちが、毎月のパイロット便り・研修会・前

期から引き継いだ助成金・そして法人化へのチャレンジで皆様にも伝わっていたら

嬉しいです。 

2 月のコーディネーター会議は、これまで以上に活発で、楽しい情報にあふれて

いました！今期・来期コーディネーターが力をあわせアイディアを出し合い、その

明るい前向きなエネルギーを、桜咲く金沢のコンベンションで皆様と共有したかっ

たです！ 

ＤＡＣは 3 月から LINE 会議を 7 回、法人化準備会議もオンラインで来期ＤＡＣの皆様と 2 回、開催して

います。旅費も宿泊費もかけなくても「パイロットの為に出来ることはあるんだ！」と知りました。 

「楽しくなくちゃ」と、末吉さんは事あるごとに仰います。私達自身が楽しむことが、他の人を惹きつ

けることにもつながるからです。ＤＡＣとしての 1 年は、山あり谷ありで大変ではありましたがそのバタ

バタも楽しく、誰かのために何かできることの幸せを感じた 1 年でした。皆さんも、もっとパイロットを

楽しんで、そして誰かのために何が出来るかを考えて、友情と奉仕の輪をつなげていきましょう！ 

 

 

 

 

 

 

パイロットがこういう風になったらいいな…というテーマで文章を…という事

でしたので、日頃思っていた事をお話したいと思います。日本全国１県に１クラブ

あったらうれしいです。どこのクラブも一番いい時期にイベントをなさるので全国

もれなく大義名分をもって出かけていかれるのに…、資金調達で通販とかしてくれ

たら旬の美味しいものが色々手に入るのに…と思いますね。こんなことを書くとパ

イロット会員としてなんと不謹慎な！と思われますよね。でも何かを続けていくに

は、精神的にも学びという意味でも、楽しく益がないと続けられないし、その延長

が誰かのためになる、お役に立てているのであれば、こんなに良いことはないと思

っています。 

 

私は旅行というのか知らない世界を知るのが好きで、仲のよかった友人もパキスタン人やネパール人だ

ったり、インドの観光地の前でお金をもらいに来る腕や足を切られた子供たち、小さな日陰に身を寄せて

涼を求める老人と子供…。今、思い出しても胸が痛くなります。実は私はパイロットは組織も活動も「国

際」なんだと思って入会したので、入会当初はものすごく自分の思いとギャップを感じていました。です

がカンボジアへの支援等々クラブレベルでしていらっしゃる事を知り、とても嬉しくなりました。「未来

パイロット」…国内の支援ももちろん大切だと思いますが、未来は、日本がもっと困っているアジア、ア

フリカの女性たち、子供たちのために、かつてアメリカのパイロット初期の方々がそうしてくださったよ

うに、継続した支援、援助、その国にボランティアの種を蒔く活動が出来る日本のパイロットになってく

れたらいいな…と思います。 

 

コロナで社会そのものが変わる、新しい時代へ動く、そんな過渡期の今、行動する事は難しいかもしれ

ませんが、その後の社会、世界を見すえた支援の構想を練る時間に充てられたらいいですね！（あくまで

も夢なので…発言への責任追及はご容赦を！） 

 

 

書記 小笠原 直美 （盛岡 PC） 
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「 パイロットはこうなったらいいのでは？ 」 ～ DAC の気持ち 

会計 木村 裕紀 （スカイピア PC） 
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◆ ７名の 新しいお仲間をお迎えしました ♪♪ 

〇 森田 京子 〇 久保 幸代 〇 箱田 洋子 〇 木内 千恵美  

〇 藤邨 有伽 〇 野崎 千恵   （以上 6 名、高松 PC） 2020 年 4 月入会 

〇 塩澤 廸夫 （マルベリー東京 PC）  2020 年 5 月入会 
 
 
 
 
 

 

 

今日、会員数５名で出来る範囲でクラブ維持に努めております。 

一時は解散という所までいきましたが、皆様の温かいお言葉に励ま

され、頑張ってみよう！で今に至りました。今期は特別な事は出来ま

せんでしたが、地元の方との楽しいコンサートだけは開催する事が出

来ました。また例会の後のお食事会に、お友達やパイロット OB の方

などをお誘いし参加できる方誰でも大歓迎で楽しいひと時を過ごし

ております。コロナの影響で大変な時ですが皆様のご健康をお祈り

致します。 

 

 

当クラブの会員数は 15 名から 2 名入会して頂き、来期  

は 17 名でスタートします。その内 12 名は後期高齢者で

頑張っています。毎月さつき作業所での音楽交流（歌あ

り、踊りあり）又尾道市立大学の水郷祭でのアンカー会員

のバザーに協力や毎月のミーティングにも出席していま

す。資金調達活動では毎年 4 月にある尾道みなと祭りに

協賛しお茶会を２日間開催しています。１０月にはサンホー

ムでの家族親睦会でお茶会を開催しています 

 

 

高崎パイロットクラブには、四半世紀以上継続している   

サマーコンサートがあります。これは地元でも「子供からお年寄

りまでハンディキャップのある人もない人も一緒に楽しむ音楽

会」として、また施設の皆様による絵画展も同時開催して、笑顔

と喜びと希望に満たされた夏の風物詩になっております。今年

は新型コロナウィルスの感染予防のため中止になりましたが、

会員一同 ３０周年にむけて元気に明るく力をあわせて取り組

んでおります。 

 

～ようこそ、友情と奉仕のパイロットクラブへ～ 

尾 道 パイロットクラブ   

高 崎 パイロットクラブ  

福 岡 パイロットクラブ 

 クラブ自慢 コーナー ♬ 

新入会員のご紹介  
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2020 年 5 月 25 日現在 会員数 428 名 敬称略 


