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皆さま、パイロット新年度へようこそ！ 今年度、PI 会長として、そして日本

ディストリクトの ECR（役員代表）として、私たちの組織に奉仕する機会を得

たことを心から嬉しく思います。日本ディストリクト、皆さまのパイロットクラブ

やアンカークラブについて知り、学べる事を楽しみにしています。そして、

来年 4 月のディストリクト大会で多くの皆さんにお会いできるのをとても楽し

みにしています。   

 

Pick Me Up 助成金への申請をご検討ください。助成金の用紙は PI のウ

エブ上にあり、9 月 15 日が四半期サイクルの最初の締切日です。パイロ

ットアンバサダーを指名し、9 月 30 日までにその方のお名前で PIFF に寄

付をお願いします。寄付は、セーフハーバー助成プログラムの資金源とな

り、パイロットログにアンバサダーのお名前が掲載されます。また、PIFF 助

成金申請書の期限は 10 月 15 日ですので、お忘れ無きようお願いしま

す。情報収集と申請書の作成開始は早過ぎる事はありません。 

 

毎月、第一土曜日の“パイロットシャツの日”にご参加下さい。また、ディストリクト、クラブでメンバーシップ

増強レースに参加して、100 周年記念 2021 大会（アトランタ）への割引登録を獲得して下さい。来年の

大会への参加計画を立て始めて下さい。2020 年 6 月 24 27 日、ニュージャージー州アトランティック

シティの遊歩道にぜひ集まりましょう。 

 

まずは、皆さまのプロジェクト活動と資金調達のご成功を願っています。パイロット本部に写真をお送り下さ

い。そして、パイロットの名の元に、地域社会の向上に取り組んでいる日本ディストリクトの素晴らしい活動

をパイロット全員が分かち合えるようにしましょう。 

 

私たちはパイロットインターナショナルです！ 今年を素晴らしい年にしましょう 
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PILOT 便り №１ 
パイロットインターナショナル 

日本ディストリクト

～ PI President message ～ 
 

パイロットインターナショナル  

プレジデント  デビー・ヘイズ 

Do More. Care More. Be More.！ 
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2019-2020 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 
 

 

★ 今後の予定 ★ 

2019 年 9 月 8 日（日） 

秋の研修会・会場／東京 

10 月 6 日（日） パイロットウォーク 

10 月 18 日（金）パイロットインター 

ナショナル 創立記念日 

2020 年 4 月 11（土）12（日） 

第 30 回 PI 日本ディストリクト 

コンベンション 

会場／ホテル日航金沢 
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もっと奉仕を、もっと思いやりを、もっと拡大を！  

 

今期日本のパイロットクラブは、ディストリクト 

となって 30 年という記念の年を迎えました。 

私はこの節目の年に受け継いだ歴史を誇りと 

して、変化する時代の中で選ばれる奉仕団体 

にして行く努力を、進めたいと思います。 

日本ディストリクトはクラブ数の多さでも、 

運営の堅実さから見ても他のディストリクトの 

お手本となる程、よく整えられています。 

それは日本にパイロットがもたらされて以来、 

先輩会員たちが築き上げた財産です。 

 

しかし、年月は過ぎ社会は変わり、人々の生活や意識も変化しています。

パイロットが直面する様々な問題にも、それらの社会状況が影を落としている

でしょう。そんな中でも、パイロットの発展と拡大のために、私たちは活動やク

ラブの在り方を、より良い方向に見直す努力を続けなければなりません。 

 シカゴでの第 98 回 PI コンベンションで、デビー・ヘイズ今期 PI 会長は、各

ディストリクトに今期の標語を考える事を求めました。私は「change」という言

葉を選びました。パイロットの未来の為には、見直して変える事が必要だとい

う思いからです。 

 

さて、私たちはなぜ長い年月パイロットクラブに所属しているのでしょう。パ

イロット会員であることは、皆様の人生にどのような変化をもたらしましたか？

パイロット精神を表す言葉は、決意、勇気、ビジョン、公共心、奉仕の精神、

思いやり、向上心などたくさんあります。会員の皆さま、パイロットの心をもっと

周りに楽しく話しましょう。もっと拡大するための第一歩として！ 

  

今期の研修会は、東京で 1 回の開催とさせていただきました。理由は昨

年度に立ち上げられた寄付口座委員会からの提案と、ディストリクト法人化に

関する話し合いを、出席者全員で共有するためです。膝を交えて話し合うま

たとない機会です。万障お繰り合わせの上ご出席下さい。 

今期も、皆さまのご支援とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

                

パイロットインターナショナル 

                  日本ディストリクトガバナー 末吉 眞由美 

change! 

～ ガバナーメッセージ ～ 

パイロットインターナショナル 

日本ディストリクト
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クラブ訪問  

担当表 

ガバナー  

末吉 眞由美 

1． APPOLO 東京 PC 

2． ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ東京 PC 

3． 金 沢 PC 

4． 熊本南 PC 

5． 奈 良 PC 

6． 大 阪 PC 

7． 桜東京 PC 

 

ガバナーエレクト  

中島 恵子 

1． 秋 田 PC 

2． 東松山 PC 

3． 一 関 PC 

4． 盛 岡 PC 

5． ﾏﾙﾍﾞﾘｰ東京 PC 

6． 佐 賀 PC 

7． 仙 台 PC 

 

ルテナガバナー  

佐藤 万里子 

1． びわこ PC 

2． 三 原 PC 

3． 21 東京 PC 

4． 尾 道 PC 

5． 高 崎 PC 

6． 東 京 PC 

7． 富 山 PC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ガバナーエレクト  中 島  恵 子 

今期、PI 会長は言葉を決めて目標を持つことが大切だと 

仰いました。日本ディストリクトは、「チェンジ（Change）」とい

う言葉に決めました。何事も見直す勇気持つこと、それが

前進のために欠かせないということです。前年度の寄付口

座委員会からのご提案を、今年度は前進させなければなり

ません。この提案がディストリクトの発展に役立つことを信じ

ています。末吉ガバナーをお支えし、生き生きとした輝く日

本ディストリクトとなるよう最善を尽くす所存でございます。 

 

ルテナガバナー  佐 藤  万里子 

二度目のルテナガバナーを仰せつかり緊張の日々です。 

会員増強、知名度アップ等問題は山積しておりますが基本 

はそれぞれのクラブの充実した活動です。末吉ガバナー 

は、新しいパイロットを目指しています。ＤＡＣ一丸となって 

よりよき日本ディストリクトとなるよう努力いたしますので今後 

とも皆様のご指導、ご協力をよろしくお願い致します。 

 

書  記  小笠原 直 美 

16 年ぶりに書記となり、浦島太郎のような気分でシカゴへ 

行ってまいりました。今期ＤＡＣは全員経験者で心強い反面

パイロットの将来の為には新しいリーダーも必要だと感じてい

ます。PIC のリーダー会議で、末吉ガバナーは今期の日本の

テーマを「Change」だと仰いました。変化を恐れずこの役割

を通じて、支援を必要とする方の力に少しでもなれるよう「大

変さも楽しんで」務めてまいります。1 年間どうぞよろしくお願

いいたします。 

会  計   木 村  裕 紀 

今年は会計 2 年目となります。初心、皆さんのお金をお預 

かりする重責を忘れず、そして昨年よりもわかりやすい対応、 

スマートな処理を心がけたいと思っています。残り 11 か月、 

皆様のご協力を賜りながら、楽しくそして真剣にパイロットに 

向き合って参りたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。 

2019-2020 年度 DAC 役員からのご挨拶 

8 月号 2019-2020
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8 月号 2019-2020 

ＰＩＦＦレップ 武城 典子（APPOLO 東京 PC） 

全国それぞれのクラブでは、アイデアいっぱいの奉仕にご活躍のことと思います。パイロットインター

ナショナルは、その奉仕活動を２つの柱で支えています。 ①ＰＩＦＦ寄付金   ②ＰＩＦＦ助成金  

皆様のクラブとパイロットインターナショナル基金との架け橋になれたらと思っています。どうぞよろし

くお願いします。 

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） 

今期、メンバーシップコーディネーターを勤めさせて頂きますマルベリー東京パイロットクラブの井田  

美代子です。我クラブは設立５年目を迎えたばかりの経験の浅いクラブで私も無我夢中でパイロット 

にかかわる日々を送っています。未熟者ではありますが、学びの機会を頂いた事への感謝の気持 

ちを会員増強と言う結果に結びつけるよう頑張って参ります。宜しくお願い申し上げます。 

資金調達コーディネーター 谷上 慶子（盛岡 PC） 

資金調達は、クラブの運営と支援先等へ寄付を差し上げる財源となる、という目標に対して結果は

具体的に数字で表され、併せてプロジェクトや広報などにも繋がる活動です。この活動が回を重ねる

毎に楽しく続けられるよう、更に良い結果を得られるための情報を発信し何か 1 つでも皆さまのお手

伝いが出来る 1 年となるよう努めて参ります。どうぞ宜しくお願い致します 

プロジェクトコーディネーター 森主 真弓（さつま PC） 

これまでの多くのワークショップはもちろん、その中でもブレインマインダーズのお話を伺う時には、 

興味津々となり身を乗り出している自分がいました。今期そのお役をいただき大変感謝いたしてお 

ります。皆様からのアイデアやご指導をいただきながら情報を共有しネットワークを広げてまいります 

まず、身近な地域から一緒にプロジェクトに取り組みましょう！ 

アンカーコーディネーター 神田橋 恵里子（東京 PC） 

パイロット会員の皆様のアンカーを応援する気持ちがアンカー会員たちにしっかりと伝わるよう、そして

アンカー会員には「国際ボランティアクラブに所属して、特別な経験ができた」と感じていただけるよ

う、精一杯務めさせていただきます。昨年度に引き続きまして、今期一年間もよろしくお願いいたしま

す。 

広報担当 福井 美穂（熊本 PC） 

広報としての役割をしっかりと考えながら、「パイロット便り」を通じてクラブの皆様とディストリクト・そして 

各クラブ間の情報の橋渡しが出来ますよう、またこの一年が終わるときにお引受けして良かったと思 

えるように努めて参りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

ＨＰ担当 柳瀬 彩子（大阪 PC） 

         私自身 HP は全くの素人でしたが、パイロットの先輩に教えていただきました。わからないことはすぐ

にスマホで調べる時代、HP が現行化されていなかったら、その時点で関心の糸は切れてしまいま

す。 最低限、どんなメンバーが、何を予定しているか、ＨＰに載せましょう。そして活動の記録のた

めにも HP を活用してください。微力ながらお手伝いさせていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 

2019-2020 ディストリクトチームの紹介 
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☆ 森 喜久子 （東広島 PC） ☆ 山内 千里 （東松山 PC） 

☆ 平塚 佳子 （仙台 PC） ☆ 荒尾 純子 （21 東京 PC） 

☆ 浅野 茂幸 （仙台 PC） ☆ 桑原 隆 （富山 PC） 

☆ 布施 栄子 （仙台 PC）   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIFF レップ 武城 典子 （APPOLO 東京） 第 98 回 PIC 参加者委員会委員長 豊泉 黎子 （八王寺東京） 

ﾒﾝﾊﾞｰｼｯﾌﾟｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 井田 美代子 (ﾏﾙﾍﾞﾘｰ東京) 同   副委員長 永岩 和子 （さつま） 

資金調達ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 谷上 慶子 （盛岡） 指名委員会   委員長 川端 千鶴 （21 東京） 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 森主 真弓 （さつま） 同   指名委員 佐々木 由紀子 （東広島） 

ｱﾝｶｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 神田橋 恵里子 （東京） 同   指名委員 桑山 和子 （桜東京） 

広報担当 福井 美穂 （熊本） 会計監査員 永井 久美子 （高崎） 

ＨＰ担当 柳瀬 彩子 （大阪） 会計監査員 小柳 明子 （東松山） 

パーラメンタリアン 武川 路代 （奈良） 寄付口座委員会 委員長 牧野 裕子 （むさしの） 

チャプレン 檜山 博子 （三原） 同    委員 杉村 良子 （奈良） 

第 30 回 DC 委員会委員長 向 幸子 （金沢） 同    委員 金子 昌子 （むさしの） 

同       副委員長 齊木 妙子 （金沢） 同    委員 高比良 美穂 （桜東京） 

同  副兼登録委員長 山形 千鶴子 （金沢）   

2019-2020 ディストリクトチーム 

☆ ７名の新しいお仲間をお迎えしました ☆ 

「友情と奉仕」のパイロットクラブへようこそ！！

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊                             ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

第 30 回  パイロットインターナショナル 

日本ディストリクトコンベンション in 金 沢   

                      日 時：2020 年 4 月 11 日（土）・12 日（日） 

会 場：ホテル日航金沢   ホスティング：金沢パイロットクラブ 

 

 

 ～ 新入会員のご紹介 ～
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第 98 回 PI コンベンション シカゴ⼤会報告書 
第 98 回 PIC 参加者委員会 

第 98 回 PIC は 7/3 7/6 の 4 ⽇間イリノイ州最⼤の都市 Chicago のシェラトングランドシカゴホテルで開催されまし
た。アメリカの中で New York・ロサンゼルスに次ぐ第 3 の⼤都市です。⽇本からは 12 名が参加し、4 ⽇間忙しいス
ケジュールの中、基調講演、ビジネスセッション、ワークショップに参加しました。 

 

       
 
 
 
 
 
 
 

 

学校が始まる前に、貧しい⼦供たち
へ学⽤品を⼤きな袋の中に１０点ず
つ⼊れて福祉施設へ送るという奉仕
活動が⾏われ、世界中からのパイロ
ットの仲間全員とパイロットウォー

クのシャツ（今年は⾚のＴシャツ）を着て⾏い、奉仕プロジェクトに参
加出来た事はアメリカにおけるボランティア活動を経験出来新しい友

⼈に出会う素晴らしい時を過ごさせて頂きました。 
⽇本ブースバザー会場 
資⾦調達の⽇本ブースバザー会場も⼤変好調で 7/3~6 ⽇の
4 ⽇間⼤勢のリピーターの⽅々にもお⾒え頂き、お陰様で⼤
盛況でした。ご協⼒下さった全国の姉妹クラブの皆様厚く
御礼申し上げます。 
第９8 回 PI コンベンション シカゴ⼤会で真のボランティア＆真のパイロット精神を学び⾃⼰研鑽の向上に繋がる機会
を得ての 4 ⽇間、有意義で楽しい時間を過ごし思い出⼀杯の PIC シカゴ⼤会でした。 
尚 7/10 ⽇参加者全員無事元気に⽇本に帰国しました事ご報告致します。 

 
 
 
 
 

7/4 旗の式典 ⽇本の旗⼿は⾦沢 PC 
Mr.Kim、旗の⼊場はアメリカ・バハマ・
⽇本・南アフリカ・アンカークラブ・ガ
バナー・パイロットインターナショナル
でした。 

⼤勢の皆様の前で堂々と 
優雅に末吉眞由美ガバナ 
ーの倫理規約の朗読 

ご参加の皆様、全クラブの皆様に⼼より感謝と
御礼を申し上げます。有難うございました。 

第９８回 ＰＩコンベンション参加者委員会 
 団    末吉 真由美 （さつまＰＣ） 

 2019-2020 年度ガバナー 
 委員   豊泉 黎⼦  （⼋王⼦東京ＰＣ）
 副委員  永岩 和⼦  （さつまＰＣ） 

旗の式典 

奉仕プロジェクト 

インターナショナル会  
前会 Karen Cupit 

お疲れさまでした。 
会  Deborah.K.Hays 
（2019 2020 年度） 

宜しくお願いします。



No クラブ名 開催日 全国にお知らせしたい主な行事

9月21日（土） チャリティゴルフコンペ
10月16日（水） 果樹摘み取り体験（種沢リンゴ園）
1月22日（水） 新春パーティ＆チャリティオークション
5月20日（水） チャリティゴルフコンペ

2 APOLLO東京 10月か11月 味噌・甘酒の通信販売
3 びわこ 8月25日（日） 第16回チャリティコンサート「西川茉利奈ｳﾞｧｲｵﾘﾝｺﾝｻｰﾄ」
4 ダイヤモンド東京 未定
5 福岡 2月15日（土） 音楽祭

10月14日（月祝） 社福）東京光の家バザー
5月5日（火） 佐竹律香チャリティコンサート（シャンソン）

7 ＨＡＫＡＴＡ 未定
8 東広島 未定

11月2日（土） 第22回チャリティーバザー（雨天の場合は3日）
4月 第2回春のチャリティーバザー

10 広島 9月15日（日） 講演会＆「ワクワクランチ・バザー」
9月7日（土）、8日（日） ﾘﾚｰﾌｫｰﾗｲﾌ（がん征圧患者支援チャリティ活動）

10月6日（日） 障がい者福祉まつり
12 鹿児島 11月24日（日） 第39回チャリティパーティー

9月25日（水）～29日（日） パイロット美術展
9月29日（日） パイロットウォーク
12月3日（火） クリスマスチャリティコンサート

毎月第3土曜日 子どもの国　ボランティア活動
10月6日（日） 第29回パイロットウォーク

12月 年末チャリティーパーティー
4月 チャリティーゴルフ
未定 第15回チャリティダンスパーティー

9月・2月 クラブ卓話・公開卓話
10月6日（日） パイロットウォーク

1月初旬 新春ぜんざい会
1月15日（水）～21日（火） 移動絵画展「しんか展」

10月26日（土） チャリティゴルフ大会
5月20日（水） ふれあい交流会コンサート

2月8日（土）、9日（日） 神明市チャリティパーティー
4月12日（日） 御調八幡宮桜花祭バザー
10月4日（金） 第39回チャリティーゴルフ
12月21日（土） 第13回チャリティー演奏会
5月22日（金） 盛岡パイロットクラブ40周年記念式典
9月22日（日） わくわく交流サロン（冨永裕輔ミニライブ）
9月25日（水） ウエルカム講習会（飾り巻き寿司）
12月21日（土） 冨永裕輔 Xmasﾁｬﾘﾃｨｺﾝｻｰﾄ　

6月 マルベリーハートフルフェスタ
11月20日（水） ﾁｬﾘﾃｨﾊﾟｰﾃｨｰ「鎌田滋子＆工藤和真ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾝｻｰﾄ
5月20日（水） みんなで歌おう「虹のかけはし」コンサート
9月25日（水） 「夢・夢・共に生きる」チャリティコンサート

12月 チャリティバザー
3月 「夢・夢・共に生きる」チャリティコンサート

22 にいがた 未定
10月27日（日） 中央区健康福祉まつり2019
6月20日（土） チャリティイベント「谷口英治とビッグバンドの演奏」
12月15日（日） クリスマスパーティー
12月15日（日） チャリティゴルフコンペ

25 尾道 未定
26 大阪 11月21日（木） チャリティコンサート＆ﾊﾞｻﾞｰ【ｹﾞｽﾄ：名誉パイロット 久保菊子様】

10月6日（日） パイロットウォーク（全国一斉）
11月下旬 チャリティバルーン係留飛行
3月上旬 チャリティゴルフ大会

未定 ブレインマインダーズ
28 桜東京 日時決定行事無し
29 さつま 5月31日（日） 第27回チャリティパーティー
30 仙台 3月6日（金） チャリティパーティー「パイロットの夕べ」
31 スカイピア 未定

12月8日（日） 第27回ハートフルコンサート
5月27日（水） 第26回サマーコンサート
11月23日（土） チャリティーバザー
3月28日（土） 隅田川屋形船夜桜の会

2月・5月 シニア向けブレインマインダー　出前映画会
34 富山 未定
35 ウィング広島本郷 未定
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27 佐賀

32 高崎

33 東京

21 奈良

23 ２１東京

24 沖縄

18 盛岡

19 マルベリー東京

20 むさしの

15 熊本

16 熊本南

17 三原

11 一関

13 金沢

14 コザﾞ

1 秋田

6 八王子東京

9 東松山


