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11 月は、気候も涼しく、紅葉、そして感謝祭の月です。苦し

い状況にある人々、地震、洪水、またはハリケーンの影響を受

けた人々を思い出しましょう。セーフハーバー基金は、災害の

影響を受けたパイロットを支援します。皆様からのご寄付に感

謝します。 

International Care & Kindness Week（国際ケアと親切週間）

は、パイロットインターナショナルが発案し主導して来た活動で

す。人への思いやりを示すささやかな行為が１日を、人生を、

世界を変えることができると啓発するキャンペーンです。笑顔、

賛辞、支援の提供、手書きのメモ、またはピックミーアップのような小さな行為が大切

です。今年の国際ケアと親切週間は、１１月 4〜8 日です。 

Giving Tuesday は、Black Friday と Cyber Monday の商業主義に代わってと創設され

た国際的な寄付の日です。パイロットインターナショナルへの寄付は、世界中の地域社

会への奉仕の機会を広げます。今年は 12 月 3 日火曜日となります。今年の寄付は

ヘルメット助成金の資金に指定されています。家族や友人と一緒にパイロットとして 11

月を祝いましょう。他人に親切に、そして思いやりを持ちましょう。 

友情と奉仕に感謝して 

 

 

「 エール賞 ・ チャレンジ助成金 」を 

アピールしていますか？ 

 

今期日本ディストリクトは「エール賞・チャレンジ助成金」を

創設し、変化する時代の中で選ばれるボランティア団体とな

るためのチャレンジを開始しました。 

私たちの組織はより良くなるためのチェンジをスタートしたの

です。このプロジェクトを利用してパイロットを強くするのはクラブであり会員です。与えら

れた選択肢は、手をこまねいて傍観するか汗をかいて実行するかしかありません。あ

なたのクラブはどちらを選びますか？ 

私は、パイロット会員の何事にも前向きで真摯な気持ちを信じています。パイロットが

ミッションを達成し前進するには、一人ひとりが組織のために持てる力を出すことが大

切です。 私は、会員の皆様が汗をかいて頑張って下さることを信じています。 

    エール賞の推薦・チャレンジ助成金の応募をお待ちしています！ 

 

PI President message 

パイロットインターナショナル 

日本ディストリクト PILOT 便り №４ 

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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‘2019’パイロットウォーク 実行委員長 

ルテナガバナー 佐藤 万里子 

                               2019 年 10 月 6 日（日）実施 

 
 

今年も全国各地で‘2019’パイロットウォークが開催されました。 

10 月 6 日は、不安定な気象状況により地域によっては中止を余儀

なくされたクラブもありましたが各地で大いに盛り上がりました。 

今回もスポーツ庁・スペシャルオリンピックス日本・全国社会福祉協

議会の 3 団体から後援を賜り「パイロット」の広報活動に繋がったと思

っております。障がいのある方や協力者の方と一緒にウォークや演奏

会、ダンス・ゲーム・抽選会などクラブの特色を活かし 秋の一日を有

意義に楽しく事が出来ました。 

広島ではスペシャルオリンピックスの方 41 名と共にウォークし、フラ

ダンスの演技を楽しみました。 

また、東京や金沢では参加者が 300 名を超え 障がい者と健常者

が互いに協力し合う「共生社会の実現」をアピールできたのではない

かと思っております。そして全国各地で多数の企業協賛を頂きパイロ

ットウォークが着実に浸透していると実感しています。 

各クラブのご協力に心から感謝を申し上げます。来年はオリンピック

イヤーです。 

皆様来年もウォークを実施しましょう！！ 

 
 

 

◆パイロットクラブ・チャレンジ助成金 
募集期間：2019 年 10 月 20 日（日）～2020 年 1 月 31 日（日） 

 

◆パイロットクラブ・エール賞 

募集期間：2019 年 10 月 20 日（日）～2020 年 2 月 15 日（月） 

 

10 月 20 日から「エール賞とチャレンジ助成金」の募集を開始しました。 

エール賞には、各クラブからその地域で障がい者支援を頑張ってきた団体や個人をぜひご推薦下さい。 

チャレンジ助成金に関しては、クラブ宛てに配信している＜プレスリリース＞を持参して自治体や報道機関（新聞社・

ラジオ局など）に、パイロットクラブの新規プロジェクトとして PR して下さい。その際には社会福祉事業や障がい者支援

に取り組んで 3 年以上という、意欲のある若い施設や団体への援助をめざしていることをアピールして下さい。 

第 1 回目である今年度は、ニュース性があるため多方面からの反響が期待できます。 

地域とクラブのこれまでの繋がりを大いに役立てて、数多くご応募くださいますようよろしくお願いします。 

 

※申請書類など詳細は、日本ディストリクトホームページ ＜https://www.pijd1951.org/＞ 

からダウンロードしてください。 

 

（ 金沢ＰＣ ） 

（ 鹿児島ＰＣ・さつまＰＣ 合同 ） 

‘2019’パイロットウォークのご報告  

【全国寄付先】 

・スペシャルオリンピックス日本 

・日本知的障害がい者サッカー連盟

・PIFF
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   1 名の 新しいお仲間をお迎えしました ♪♪ 

          ☆ 石田 康子 （東広島パイロットクラブ）  2019 年 11 月入会 

 

 

 

 

クラブ歴 26 年。 (18 名中 チャーター会員 13 名)  

昔は、若くて美しく輝いていた。何をするにも積極的で

全員がよく身体を動かしていた。思いやりの心も全開で、

友情と奉仕をいつも心に止めながら行動していた。 

今後も努力しよう～。 昨年は、防災・危機管理アドバイザ

－の山村武彦氏をお招きし「設立 25 周年記念講演会」を

開催して三原市民に聞いて頂いた。 

なぜか我がクラブは、いつも PW 全国の寄付金額がトッ

プである。 

 

 

 

―  みんな違ってみんないい･･･  ― 

超個性的な会員の集まり。いつも会議は喧々諤々！でも、 

不思議に何かをやろうとすると協力する。そして、成し遂げる。 

ここが鹿児島クラブのいいところ。各人の持てる力を発揮して 

くれる。まさに、「みんな違ってみんないい。」 人生を楽しく、 

有意義に過ごしたい。その一つがパイロット活動なのであろう。 

そんな仲間に乾杯！ 

 

 

50 代前半から 80 代後半まで、まじめで思いやりのある会員ばかり。 

台風 19 号では、3 名の死傷者と多数の床上浸水、大型商業施設

の営業停止等大災害となり、3,700 人余の市民が避難生活を余

儀なくされています。市の一大イベント「日本スリーデーマーチ」が

中止され、唯一の資金調達「チャリティーバザー」が出来なくなり、

他市や大学のフリーマーケット、むさしのＰＣ様のチャリティーイベ

ントでの販売ブースご提供などで、支援金をかき集めました。 

日本ディストリクト、むさしのＰＣ様からも支援金を賜り、パイロ

ットの「友情と奉仕」に改めて感謝しております。 

 クラブ自慢 コーナー ♬ 

鹿児島 パイロットクラブ 

東松山 パイロットクラブ 

三 原 パイロットクラブ 

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ブへ～

敬称略
member ship！ 


