
 
 

 
 
 
 
 

 

ご存じのように、全世界は COVID-19 と苦闘しています。パイロットの世

界では、ディストリクトコンベンションは中止され、スタッフは在宅勤務と

なり、本部ビルは閉館しています。そして 6 月のアトランティックシティで

のインターナショナルコンベンションの状況は不確実です。これがどれ位続

くのか、未来は誰にも予測できません。 

 

そのような中で、パイロットの友情と奉仕は力を発揮しています。本部ス

タッフは、会員のニーズに応えるために、自宅から働き続けています。 COED

ディストリクトはスカイプを通じてコンベンションの開催を予定しており、

電子メールを介してパイロット業務を行い、役員就任式を国際大会またはデ

ィストリクトの秋ワークで行う等の対応を取る所もあります。パイロット国

際大会の計画は進行しており、会員は登録を続けています。パイロットは物

理的に集まることはできませんが、フェイスブック、パイロットの土曜日の

催しや、電話、メール、What’s App 等のアプリ、更には昔ながらの郵便で集合します。 

 

それぞれ異なる手段で私たちは奉仕を続けます。寝たきりの人達或いは、養護施設に閉じ込もったまま

で家族や訪問者のいない人達に、電話したり手紙を書きます。医療従事者のためにマスクを縫い、必要な

所にピックミーアップを行います。ディストリクトやクラブごとに集まって奉仕を行うことはできないか

もしれませんが、私達一人ひとりがパイロットであり、それは協同であろうと個別であろうと、私たちの

奉仕を意味します。 

 

このような状況は永遠には続きません。再び会合し、募金活動を主催し、プロジェクトを行うことができ

る時が来るでしょう。私たちは友情と奉仕の元に集まり、地域社会を良くするために力をあわせる事に感

謝し祝うでしょう。それまでは、距離を置いて友情を保ち、パイロットとして、他の人々に夫々ができる

奉仕をして行きましょう。 

 

仲間のパイロットに手を伸ばし、抱擁し合う日が来るのを楽しみにしています。それまでは安全を確保し、

健康を維持し、手を洗いましょう！ 
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ガバナーメッセージ

 
 
 
 

 

2020 年 4 月 1 日から日本に新しいクラブが仲

間入りしました。香川県高松市に誕生した高松パ

イロットクラブです。 

 パイロットクラブの元会員が長い時間をかけ

て、パイロットの活動に賛同する方 6 名を募り

認証に至ったものです 

 現在バイローズには、5 名の会員でクラブを設

立できることと、定例会を年 6 回以上開くことが決められています。これら

の規定にはクラブの設立を容易にし、忙しい人にも門戸を開き、組織の拡大

を図ろうとするパイロットインターナショナルの意向が込められています。 

 高松パイロットクラブは 40～50 歳代の仕事を持った会員がほとんどで、こ

れまでとは違った形のクラブ運営を目指しています。男性は元より女性が働

くことが当たり前になってきている今、バイローズの規定を利用して、自分

たちにふさわしい活動ありかたを模索しようとする新クラブに、エールを送

りたいと思います。 

 パイロットクラブもコロナウィルス感染予防のために例会が出来ない状況

ですが、これは例会のありかたや活動見直しのチャンスになるかもしれませ

ん。どんな時も諦めず、一人ひとりが今できる事を精一杯やり続けることで

未来を拓いて行きましょう。 

 

   

  

 
 
 
 
 
 

 

■2020 年１月～３月の期間限定開催の会員増強キャンペーン結果 

応募クラブと入会人数 

マルベリー東京 PC＜４名＞  ２１東京 PC＜１名＞  仙台 PC＜１名＞ 

各 賞                                         （副賞） 

Ａ賞 メンバー数増加数 １位  マルベリー東京ＰＣ ４名         ５，０００円 

Ｂ賞 メンバー数増加率 １位  マルベリー東京ＰＣ 26.7％       ５，０００円 

Ｃ賞 メンバー２名以上増加 １位  マルベリー東京ＰＣ           エプロン 

Ｄ賞 最多紹介者賞 ４名 高倉裕香会員（マルベリー東京ＰＣ） ジャンパーとバッジ 
 
 
 

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 

 

★ お知らせ 

ディストリクト 30 周年 

記念バッジ販売中です 

 

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！ 

４月号 2019-2020 パイロットインターナショナル 

日本ディストリクト 

新しい仲間が増えました 
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メンバーシップレース 

ジャパン 結果のお知らせ 



「楽しいクラブにするには」 をテーマにメンバーシップ・資金調達 

プロジェクトの各コーディネーターと広報 HP 担当から提案をいたしました。 

４月号 2019-2020 

 
 
 

 

 

【 メンバーシップコーディネーター 井田美代子（マルベリー東京 PC）からの提案 】 

 

 

★ ビジネスミーティング 

  ロバート議事法を用いた会議進行で行うものです！ 

   意見交換・・・そこに愛はありますか？ 

   あなたが発する言葉、口調で会議の雰囲気が変わります。 

★ プログラムミーティング 

  堅苦しいビジネスミーティングの後は肩の力をぬいて 

   パイロットの事を勉強したり（パイロット用語・歴史・プロトコール etc.） 

   会員の親睦を深める為の企画（お誕生日会/季節に合ったお楽しみ会 etc.）を楽しみま

しょう。  

 そんな事を通じて 全パイロット会員が 

パイロットクラブの一員である事に誇りを持ち 

                       パイロットクラブの素晴らしさ！楽しさ！を心から感じていたら… 

その思いを多くの方々に伝える事ができたら…  会員増強 に繋がって行く事でしょう。 

 

 

【 資金調達コーディネーター 谷上慶子（盛岡 PC）からの提案 】 

「楽しいクラブ」を資金調達活動から考えてみたら 

★ そもそも楽しいクラブってどんなクラブかな？ 

年齢も職業もさまざまな人が集まり魅力がいっぱい 

困った事をつぶやくと速やかに解決策が返ってくる ときもある 

パイロットの仲間とそして地域社会とのあたたかいつながりを持てる 

コンベンション記念行事などで全国､世界のパイロットと友だちになれる 

 

★ こんな楽しい仲間たちと行う資金調達活動とは 

長く継続するもの､新しく始めるもの､地域の特性を生かしたものなど各クラブの特性､得意分

野 などは本当にさまざまですし､メンバーシップやプロジェクトとも関連する場面も多くあります。

忘れてならないことは､自分たちはもちろんのこと参加者全員が笑顔で活動の出来る環境に

なるよう心を配ることです。 

 

 

この困難を乗り越えきっと笑顔でお目にかかれる日を楽しみに 

DAC 役員､金沢パイロットクラブ､全てのパイロットの皆さまへ感謝をこめて。 
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コンベンション特集 合同分科会  テーマ ～ 「楽しいクラブにするには」 ～ 

楽しい例会であります様に！ 

楽しい友情があってこそ楽しい奉仕活動となります 
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【 プロジェクトコーディネーター 森主真弓（さつま PC）からの提案 】 

新型コロナウィルスの感染対策の外出自粛の中、できること 

多くの会員がこの窮地でいろいろな問題を抱えておられることでしょう。 

パイロット会員として、プロジェクトからできることを考えてみました。 

ご無理をされずに、前向きに取り組んでいただければと思います。 

 

★ 例会開催ができない会員とラインや電話でつながりましょう。 

いつも私がそばにいることを会員に伝えましょう。 

★ 外出できない子ども達のために、 

日本ディストリクト HP の絵本劇「頭の宝物」と「のうをまもりましょう」のポスターをダウ

ンロードして幼稚園や保育園へ紹介しましょう。 

（園から保護者へ紹介していただくようお願いしましょう） 

★ 不足しているマスクを手作りして、園や施設等へ送りましょう。 

★ 命を削って働いている医療従事者の方々へ、介護者へ温かいメッセージを送りましょう。 

 

楽しいプロジェクト活動 

（プロジェクトの基本となるブレインマインダーズについて） 

★ 脳を守ること以外に、命を守ること、日常の手洗いマナー等をプラスしてみましょう。    

すでにこども達の方が知っているはず。聞き出してみましょう。 

★ 子ども達の参加型ブレインマインダーズを考えてみましょう。 

 それは、アンカーさんや学生がたと一緒に活動するとアイデアも豊富に得られます 

★ 園の先生の参加型ブレインマインダーズを考えてみましょう。 

大変喜ぶ園児らの笑顔がみえるはず。会員もあっという間にこども達の楽しい世界へ！ 

 

これまでいくつかの提案をしてまいりました。 

考えれば考えるほど、わくわくしてきます。 

こども達の未来のために、パイロットは荒海にもまれても、立ち上がる勇気とチャンスを持ってい

ます。 会員一人ひとりの思いやりに感謝して、この 1 年間に感謝して。 

 

【 広報担当 福井美穂（熊本 PC） ・ HP 担当 栁瀬彩子（大阪 PC） からの提案 】 

★パイロットの活動や情報を会員全員で共有する為に 

★他のクラブの活動も参考に 

★ディストリクトの HP も確認を忘れずに 

★たまには PI のホームページを開いてみて 

★パイロットの情報を発信する事が会員増強や 

知名度アップにつながります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

既存の活動に手作りをプラス！ 

HP の中には楽しい活動の

ヒントが盛りだくさん！ 
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HPは、随時更新を
心掛けましょう。 日常の会話や様々

な SNS でパイロット
を発信しましょう 
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‘2019’パイロットウォーク実行委員長 佐藤 万里子（ルテナガバナー） 

 
■‘2019’パイロットウォーク全国寄付先からのお礼状が届きました 

２０１９年１０月６日（日）、全国各地で開催されました‘2019’パイロットウォークに於ける全国寄付先の、「公益財

団法人 スペシャルオリンピックス日本」と「NPO 法人 日本知的障がい者サッカー連盟」から寄付金のお礼状が届き

ました事をご報告申し上げます。全国各地のクラブの皆様またご協力を賜りました方々に御礼を申し上げます。 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

5 年前の 6 月二人、三人と櫛の歯が抜ける様に会員が減ってい

き「もう解散しましょうか」と誰かが言いました。佐賀県唯一、先輩

達が苦労して継続したクラブ。話合を重ね、どうしてもできない時

はそこで解散…、一年間頑張ってみようとの約束で、再び始動！現

在 13 名。ブレインマインダーズ、バルーン係留、チャリティゴルフ等

精一杯頑張っています。来年 4 月は佐賀でのコンベンション、至ら

ないことばかりでご迷惑をお掛けすることかと会員一同不安です。

何卒寛大な心でご協力いただきます様よろしくお願いいたします。 

 

 

私達のクラブは自主開設してから 23 年を迎えました。パイ

ロットウォークが始まってから昨年で 22 回開催しました。毎年

脳関連障害者、視覚障害者と健常者が一体となって出発地か

ら目的地の公園まで歩きます。到着したらお弁当をパクパクと

頂き、ピアノとギターの演奏で楽しく音楽に合わせて歌ったり

踊ったり、参加者の声が風に乗って流れ、実に楽しい行事です。

100 名以上の参加者と私達が秋晴れの一日を楽しんで過ごし

ています。 

 

 

当クラブの会員は少数（７名）ながら大家族的な雰囲気を大

切に、「チャリティコンサート」「チャリティ映画会」「パイロット

ウォーク」資金調達活動の「ヨシ刈り」等を実施してきました。

勿論これらの事業実施の際には会員だけでは実施できる訳

もなく当然サポートメンバーの存在が大きな力となっていま

す。幸い各々会員の奔走により大勢の人たちの協力を得るこ

とが出来ており、これからも人との絆を大切に活動続けてま

いります 

 

 

 

八王子 パイロットクラブ 

びわこ パイロットクラブ 

佐 賀 パイロットクラブ 

 クラブ自慢 コーナー ♬ 
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ご 報 告 


