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Page 3    Karen Cupit’s Accomplishments   カレン・キューピット元会長の功績 

2018〜2019年パイロットインターナショナル会長 

   2018〜2019年はパイロットインターナショナルにとって素晴らしい一年だったと思います。

会長チャレンジも 15パーセントの会員増員となり、３つの新しいクラブも結成され、成功を収め

たと言えます。また、初めてのコンパスクラブ、そして２つ目のコンパスクラブ、更にアンカークラ

ブもいくつか結成されました。 

   パイロットインターナショナルコンベンションでは新たなシグネチャー（看板となる）プロジェ

クトも紹介されました。このプロジェクトは脳の安全と健康に焦点をあて、コミュニティーにパイロ

ットの広報活動をするために有益な現在のブレインマインダーズプログラムにつながるものだと

感じています。 

   パイロット同士のコミュニケーションは継続的に強化されています。パイロット本部から定期

的に直接メンバーにメッセージが送信されています。また、ホームページにはクラブやディストリ

クトのために様々な情報源が提供されています。パイロットログには役立つ情報が掲載され、ソ

ーシャルメディアの存在もよくなっています。パイロットインターナショナルによる投稿が増えて

いるばかりでなく、クラブやディストリクトによるソーシャルメディアの活用が増え、多くのアイデア

交換の場になっています。 

   パイロットはお互いに助け合います。パイロットメンバーの寄付から成り立つセーフハーバ

ー補助金プログラムは、被災されたパイロットの方々を支援しています。仲間を助け合う心温ま

る行為です。 

パイロットの友情と奉仕のもとに、 

カレン・キューピット 

2018〜2019年パイロットインターナショナル会長 
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Page 6〜7     デビー・ヘイズ会長のご挨拶 

二歩進む 

2019〜2020年パイロットインターナショナル会長のデビー・ヘイズ会長からのご挨拶 

   パイロットインターナショナルの 100周年記念は間近に迫っています。このマイルストーン

を迎えるにあたって、パイロットの歴史を振り返り、現在の組織の姿を、そして今後どのような存

在になるかを検討しているところです。 

   2019〜2020年は変化の年になります。毎年、変化を起こすべきです。発表したばかりのヘ

ルメットシグネチャープロジェクトのように新たなアイデアを取り入れ、コミュニティーにおける奉
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仕活動を活性化し、その結果、パイロット組織も世の中に知られるようになります。新しいメンバ

ーやクラブを歓迎します。そして私たちのレガシー（伝統）を見直し、今まで 98年間うまくいって

きたことで今後も続けていくものは何なのかを検証していきます。 

   ここ数年、有能なリーダー達とパイロットの活動をさせていただいております。彼女達は毎

年のテーマに会長やガバナー、そして執行役員だけの取り組みと捉えず、パイロットの組織の

ために無私無欲で取り組んでいます。 

   パイロットのミッションステートメントが改正され、アンカークラブとコンパスクラブに「焦点を

あてる重点事項」という見方ではなく、アンカークラブとコンパスクラブがパイロットの組織の一員

であり、パイロットクラブと同じ重要事項に力を入れ、同じ目標に向かうという内容になりました。 

   パイロットのロゴの輪も刷新され、象徴的な徽章は常にこれからも私たちの組織を表す象

徴であることを認識しています。 

   それから私たちのパイロットインターナショナルに対する考え方もゆっくりですが、確実に

変わってきています。パイロットインターナショナルは私たち自身であるということです。パイロッ

トインターナショナルは私たち全員で構成されているのです。 

   私や執行役員に多大なるご支援をありがとうございます。すべての意思決定がパイロットイ

ンターナショナルのためを考えて、私たちの仕事や私たち自身が価値あるものと認識し、常に

パイロットのモットーである「いつも真実の道を」を進めるように最大の努力を尽くして参ります。 

私たちがパイロットインターナショナルです。 

明るい未来が私たちを待っています。  

デビー・ヘイズ 

2018 〜 2019年パイロットインターナショナル会長 

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

Page 8-9   ANNUAL CONVENTION WRAP UP: CONVENTION SPOTLIGHT 

コンベンションのまとめ：コンベンションスポットライト 

COUNCIL OF LEADERS（リーダー会議） 

ディストリクト役員がトレーニングとワークショップに参加し、パイロットインターナショナルに対す

るコミットメントを見せました。 

FLAG CEREMONY（旗の式典） 

アラバマ、コヴィントンカウンティーのコンパスクラブのテイラー・スミスが新しいコンパスインター

ナショナルの旗を披露しました。 
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GUEST SPEAKERS（ゲストスピーカー） 

ヴィッキー・クラークがボランティアと奉仕、そしてリーダーシップの重要性についてアンカー達

に講演しました。 

TRAINING（トレーニング） 

コレット・クロスがガバナーズ・ブリテンというワークショップを行いました。 

FUNDRAISERS（資金調達） 

パイロットは PIFFが主催する伝統的で楽しいビンゴゲームを楽しみました。収益はドリーム・ア

ヘッド基金に寄付されました。 

SERVICE PROJECT（奉仕プロジェクト） 

アンカーインターナショナルのメンバーが年次奉仕プロジェクトに参加しました。 

STAFF PRESENTATIONS（スタッフによるプレゼン） 

パイロットインターナショナルのスタッフのエミー・マーティンが、パイロットインターナショナル奨

学金のワークショップを行いました。 

WORKSHOPS（ワークショップ） 

パイロットは リーダーシップの新しいスキルを学び、そしてブラッシュアップしました。 

ANNOUNCEMENTS（発表） 

パイロットインターナショナルはできるだけ多くの子ども達にヘルメットを提供し、安全を守る新し

いヘルメットのシグネチャープロジェクトを発表しました。 

INSTALLATION BANQUET（就任晩餐会） 

パイロットは新しく就任したデビー・ヘイズ会長に歴代会長から木槌を渡されるセレモニーを含

む会長就任晩餐会に出席しました。 

OFF-SITE EVENTS（オフサイトイベント） 

パイロットはグッドマン劇場で上演されたミュージックマンのショーを観劇しました。 

SIGHTSEEING（観光） 

アンカーはイリノイ州、シカゴのミレニアムパークを訪問しました。 

⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆ 

Page 10   GUEST SPEAKERS   ゲストスピーカー 

ヴィッキー・クラーク 

モニカ・ヴェスト・ウィーラー 

アイリーン・スワンバーグ 

今後のコンベンション開催予定 
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2020年 6月 24日〜27日 

ニュージャージー州、アトランティックシティー  

2021年 7月 7日〜10日 

ジョージア州、アトランタ 

2022年 6月 29日〜7月 2日 

ニューヨーク州、ローチェスター 

2023年 6月 28日〜7月 1日 

ワシントン州、ベルビュー 

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

Page 11  SCHOLARSHIPS  奨学金 

パイロットインターナショナルファウンダーズ基金（PIFF）を通じて、パイロットと地元のクラブは、

教育、奉仕、財政、研究の面で多くの市民の生活向上を支援しています。 

以下の奨学金の授与者が記載されています： 

アンカーアチーブメント 

ベッキー・バローズ 

ボブ・キング、コパイロット奨学金 

マリー・ニュートン・セピア 

パイロットインターナショナル 

ルビー・ニューホール 

KCアンカー 

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

Page 12 Pilot Service Project   パイロット奉仕プロジェクト：スポットライト 

パイロットのロゴ入りバッグ 1000個に文房具を詰め、“クレイドルズ・ツー・クレヨンズ”（幼児に文

房具を提供する奉仕団体）のシカゴ支部に寄付しました。7月 7日金曜日に寄付されたバッグ

は、当団体の倉庫“ギビング ファクトリー”で分類され、市内の貧困層の青少年に配られる予定

です。このプロジェクトを成功させるために、文具の寄付、募金、時間と労力を奉仕してくださっ

た皆さんに感謝いたします。詳細は、www.cradlestocrayons.orgをご覧ください。 

⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆ 

Page 13   Project Ideas  プロジェクトのアイデア 
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   NEPOTディストリクト、パチョーグ PCのメンバーであるスーザンは、2019年－2020年度の

プロジェクトコーディネーターに就任しました。 

   パイロットの皆さん、NEPOTディストリクト、パチョーグ PCに所属しているスーザンです。

2019年－2020年度のプロジェクトコーディネーターに就任できたことを嬉しく思います。 

   ソーイング・サークルと聞けば、女性メンバーが集まって奉仕活動を行うことを目的に、裁

縫の会合を定期的に開き、お喋りを楽しんでいるグループを連想されると思います。南北戦争

前のアメリカで奴隷解放運動や宣教を目的としたソーイング・サークル団体は、女性が正義と道

徳的行動に参加する機会を与えてくれました。（キャロル・ローズ、「ニューイングランドの女性と

改革」より） タイタニック号沈没事故の生存者であるエミリー・ゴールドスミスは、生存者の救助

に当たったカルパチア救助船でソーイング・サークルを立ち上げ、着の身着のままで救命ボー

トに乗り込んだ乗客の為に、生地や毛布から衣服を作る活動を始めました。（「タイタニック、航

海の発見」より） 

   パイロットもソーイング・サークルで、介護人、脳外傷（TBI）、幼児などに焦点を当てた奉仕

プロジェクトを実施しています。しかし、パイロットメンバーには必ずしも裁縫のスキルが求めら

れているのではなく、デザイン、詰め物、アイロン、袋詰め等のスキルを発揮できる人材を必要

としています。パイロットは地域社会に影響を与えるような作品の制作が目的なのです。報酬と

して、パイロットメンバーはビジネス会議などでは得ることができない仲間との交流を深め、絆を

強めます。以下、パイロットの主な目的と直接関わっている 3つのプロジェクトをご紹介します。 

スラム・ミー・サミー（ストレス解消人形）は、ガンビー（緑色の粘土でつくられたヒューマノイド）の

ような人形で、介護人のストレス解消に使用できます。 

フィジット・ブランケット（そわそわ防止毛布）は、認知症や自閉症の患者に与えるプレイマット

（知覚を使って遊ぶ）です。マットの上で行えるアクティビティーで指を動かしていれば、衣服や

皮膚を引っ掻くことがなくなります。 

ノー・ソー・ブランケット（縫わない毛布）は、愛国的なデザインが施された毛布です。国際介護・

親切週間（大抵は終戦記念日と同じ週に実施）に、退役軍人の自宅や病院に寄付します。 

国際介護・親切週間に向けて、ピック・ミー・アップのプロジェクトや奉仕活動に使用できる情報

を構築し、活動範囲を広げたいと思います。皆さんのアイデアをメールで送っていただければ、

パイロットログやウェブサイトで共有致します。 

今年もパイロット年度を成功させ、世界中の地域社会に違いを生み出せるように願っています。 

スーザン・カール 

2019－2020年度 PIプロジェクトコーデイネーター 

⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂ 
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Page 14-15   Signature Helmet Project  シグネチヤー・ヘルメットプロジェクト 

シカゴで開催された第 98回 PIコンベンションでは、1つでも多くのヘルメットを少年少女に提

供するという新プロジェクトを発表しました。 

   コンベンション会場にて 2018-2019 年度 PI会長のカレンは、新プロジェクトに対して期待

を高めていると述べました。実行委員会では、このプロジェクトを継続すると同時にパイロットメ

ンバーに価値と恩恵を提供する為の戦略を再考しました。そこで、ジェラルド・ジラフのヘルメッ

ト（既に注文されている方も多いでしょう）が PIの趣旨に合っているという結論に達しました。子

供達が着用できる品質の高いヘルメット、親が安心して子供に与えることができるヘルメット、PI

が誇りをもって寄付および販売できるヘルメットについて調べた結果、人気のあるバイザーと金

具が付いたヘルメットを、鮮やかな 5色と豊富なサイズで提供することが可能となりました。 

   各ヘルメットにはパイロットのエンブレムが付いており、パイロットのウェブサイトで最少 24

個から注文できます。1度に何百個と大量発注しなくてもよくなり、さらにアメリカ国内であれば

無料で UPS取扱店、ビジネス店舗に郵送してくれます。これらのヘルメットは見た目もカッコ良

く、着け心地も快適で、今なら発売特別価格の 10ドルで購入できます。 

   PIでは、今年からヘルメット・マッチング助成金を四半期ごとに提供します。第 1回目の締

め切りは 9月 15日の予定です。皆さんのクラブで出来るだけ早くヘルメットを入手してくださ

い。また、今年のヘルメット・マッチング助成金にも申し込んでください。 

詳細は、https://pilotinternationa;.org/thehelmetpeopleをご覧ください。 

＊海外のパイロットクラブの皆さん、プロジェクト実行委員会は各ディストリクトのリーダーと直接

連絡を取り、当プロジェクトの提携を考えています。 

   「もっと奉仕を、もっと思いやりを」そしてもっと寄付をと、イリノイの脳外傷協会に 250個の

ヘルメットを寄付出来たことを嬉しく思います。ヘルメットはイリノイ州内で実施される多様なイベ

ントで配る予定です。（写真）寄付を受け取る脳外傷協会のイリノイ支部長であるフィリシアさん 

よくある質問 

Q: 24個以上のヘルメットを注文できますか？  

A:  はい、最少受注数が 24個なので、それ以上ならいくつでも注文できます。 

Q: 色とサイズは選択できますか？  

A: はい、色は 5色、サイズは 3段階から選べます。 

Q: ヘルメットは調節可能ですか？  

A:  はい、ヘルメットにはサイズ調節リングが付いており、追加でパッドもつけられます。 
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Q: 自宅に郵送可能ですか？  

A:   いいえ、ビジネス店舗（営業時間内）もしくは UPS取扱店のみに無料配送されます。 

Q: ヘルメットの規格を教えてください。 

＊ターンリング維持機構がついて簡単に脱着 

＊取り外しが可能なバイザー 

＊脱着が簡単な留め金（バックル） 

＊衝撃を吸収する EPSクッション 

＊空気抵抗を考慮した強化プラスチック製 

＊SPSCの安全規格を遵守 

ヘルメット着用ガイドラインは、州または当局の規制を参照してください。 

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

Page 16 -17   ANCHOR SUMMIT  アンカーサミット 

風が強い街として知られるシカゴで、アンカーは旋風を巻き起こしました！ 

   9つのディストリクトから 54名のアンカーが参加した今年のリーダーシップサミットは大成

功を収めました。水曜日の夜は野球観戦でシカゴの街を楽しみました。 

   サミットの開会式後、アンカーはすぐにリーダーシップ学習を開始しました。最初のスピー

カーであるヴィッキー・クラークは、リーダーシップ、ボランティア、奉仕の喜びについて印象的

な講演を行い、アンカーは感銘を受けました。パイロットからはキャッシー・ドイルが中心となり、

アメリカ軍兵士に感謝のメッセージを送るという奉仕プロジェクトを実施しました。また、ミルクウィ

ード（幼虫を育てる直物）の種をもらい、蝶々の生息を助ける活動も行いました。 

   貧困層の子供たちの為に文具用品をリュックサックに詰めるパイロット共同プロジェクトにも

参加しました。この共同プロジェクトは毎年恒例で、パイロットと共に楽しく取り組みました。 

   今年のアンカー奉仕プロジェクトは、家庭内暴力の被害者を保護する施設であるファミリ

ー・レスキューで生活している子供達のために実施されました。施設から 2名の代表者が、玩

具、お菓子、ノート、必需品などが詰められたリュックサックを受け取りました。寄付された物品

のほとんどはアンカーが持参したもので、このプロジェクトをより身近に感じることができました。 

   文化交流会ではカウベルの紹介からラインダンスまで、各地域独特の文化を学べました。

文化交流はサミットで長年続く伝統的な活動で、パイロットと共に楽しむことができました。 
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   今年はアンカー独自のワークショップをパイロットに披露しました。ソーシャルメディアの使

い方や基礎知識について、6名のアンカーが 2回講義しました。PIやクラブの奉仕活動につい

て宣伝するうえで、いかにソーシャルメディアが効果的であるかを学ぶことができました。 

   情報豊かなワークショップで、アンカーとパイロットは共に楽しい時間を過ごしました。 

   今年もアンカーは、リーダーシップとチームワークを学ぶゲームや、ツイスターなど人気の

ゲームに参加しました。写真ブースの設置は大成功で、来年のアンカーサミットからは恒例のア

クティビティーとなりそうです。土曜の朝に行われた認定証授与式はアンカーにとって特別な思

い出となりました。アンカーメンバーの 1人、オーウェン・ヒッキーが PI主催の国連国際青少年

デーで入賞した論文を読み上げました。論文のテーマは「Youth Mentorship（青少年の指導）」

の重要性であり、前向きで影響力のあるメッセージは参加者全員の胸に響きました。 

   カレン・キューピットが司会を務めたアンカーのパネルディスカッションを実施し、質疑応答

の時間を設けました。パネル参加者はアンカープログラムに対する感想、パイロットとの協力関

係、アンカーとして活動することがいかに自身に前向きな影響を与えたかについて語りました。 

   最後の夜に行われた就任式典では、正装したアンカー達は食事を楽しみながら、新プレ

ジデントであるデビー・ヘイズの就任を祝いました。 

   サミットに参加したアンカーは、新しい友人と出会い、リーダーシップについて学び、オー

プンディスカッションでアイデアを共有しました。サミット参加の感想を述べ、各クラブでの活動

を報告し、「もっと思いやりを、もっと奉仕を、もっと拡大を」への取り組みについて語りました。 

⊛⊛⊛ アンカーからのコメント ⊛⊛⊛ 

⊛ パイロットコンベンション・アンカーサミットでは、多様な文化的背景を持ったメンバーと出会

い、生涯の友人として交流を深めることができる学びの場であり、感銘を受けた場でもありまし

た。 フロリダ州、オーウェン・ヒッキー 

⊛ シカゴで開催された 2019年度のアンカーサミットに初めて参加しましたが、本当に素晴らし

く楽しく過ごすことができました。他州のアンカーメンバーと交流を深めながらアイデアを共有

し、絆を強めました。アンカー代表として他の 4名のメンバーと一緒にパネルディスカッションに

参加し、質疑応答や経験談、地域のパイロットとの活動について語りました。充実した時間を過

ごすことができ、来年もぜひ参加したいと思っています。 ミシシッピー州、アビー・ボイヤー 

⊛ サミットでは世界中のアンカーとパイロットのメンバーと出会うことができ、本当に素晴らしい

体験でした。異文化を学びながら、PIの友情の輪が世界中に広がっていることを実感しまし

た。サミットに参加できたことは私の人生で貴重な体験であり、この想い出は一生大切にしたい

です。 ジョージア州、クリスタ・ジョーダン 

⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆ 
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Page 18  Youth Mentorship  青少年のメンターシップ（指導） 

ケープ・コーラル高校アンカークラブのオーウェン・フォスター・ヒッキーが、成長社会におい

て、指導者になるために必要なことを語っています。オーウェンの論文は、PI主催の国連国際

青少年デーで入賞しました。 

   映画監督のスティーブン・スピルバーグのことばです。「人を指導するということは、相手に

自分の姿を反映させることではなく、相手が自分自身を成長させるのを助けることである。」 

   社会におけるメンターシップ（指導）はとても重要で、その指導を受けた経験が、後に傑出

したキャリアや人生の鍵につながることもあります。青少年が豊かな感受性で受けとめるメンタ

ーからの指導と、自分の心に刻んだことは、その後の人生における成功の礎となります。ポジテ

ィブなロールモデル（見本、模範となる人）は、経験と指導を通して青少年を導きます。青少年

の指導は、子供のやる気や意欲を掻き立て、ポジティブな影響を与えてくれるのです。ティーネ

ージャーでも良き指導者になれます。スティーブン・スピルバーグはこうも述べています。「メンタ

ーシップ（指導）は、人がこうなりたいと望む人間形成の機会を人に与えることである。」 

   青少年の指導は、しっかりした大人に成長する道筋を作り、人間形成するための戦略で

す。これは成長社会において非常に大切なことです。青少年のメンタリングには無限の利点が

あります。たとえば、学業成績が伸びること、価値ある人生の教えを受けること、さらには地域社

会で奉仕するというより大きな機会を得ることなどです。 

   Youth.govというアメリカの若者育成を支援するウェブサイトによると、「メンターがいる学生

は、メンターのいない学生に比べて休学率が 52%低く、授業をさぼる率は 37%低いといいま

す。」メンターから得るモチベーションにより、高校卒業後、良い大学に進学する傾向がありま

す。青少年ははメンターとのつながりを持つと、より前向きな生き方や人生の教えも経験できる

のです。 

   たとえば、多くの青少年のメンターは、地域社会での奉仕活動が今日の社会でいかに大

切なことであるかを教えます。つまり、青少年は地域社会で奉仕することと同時に、他人の人生

にもポジティブな影響を与えていることを学ぶのです。メンターが子供に教えられる大切な人生

スキルの一つがリーダーシップです。 

   近代史に名を遺した偉大な指導者のほどんどは、自分が心から尊敬し、影響を受けた人

物と出会っていました。メンターからの教えを活用し、多くのチャンスをつかんでいきます。それ

は仕事やキャリアにつながることもなります。たとえばビル・ゲイツも、ウォーレン・バフェット（アメ

リカの投資家、経営者、資産家）というメンターがいなかったら、マイクロソフトの CEOになって

いなかったかもしれません。 

   メンターに必要なのはコミットメント（確約、確固たる意志）です。メンターは人に対する思い

入れが深く、なんでもやり遂げる決意のあるロールモデルでなければなりません。友達、親、教
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師、スポーツ選手、ミュージシャン、映画スター、誰もがロールモデルやメンターになれますが、

ロールモデルに必要な特性は、良い価値観を持っていることです。 

   リサーチによると、子供たちは有言実行する人のことをより深く尊敬します。有意義な大義

のために率先して行動を起こすロールモデルになれる人はは、子供たちがそれぞれ大切にし

ている価値観を育み、強化する事を助けてくれます。良いロールモデルには自信があります。

多くの子供たちは、特に電子機器が溢れる今の時代、実際の人と人とのコミュニケーションが苦

手なこともあります。自信は、指導する側と指導を受ける側とのコミュニケーションを助けます。メ

ンターが子供たちに教える最も重要なことの一つが「尊敬」です。メンターが子供にたいする敬

意を示し、同時に尊敬することを教えると、その子供は人間関係を大切にすることができるよう

になります。 

   メンターの方が見習えるライフスキルのひとつが「クリエイティビティ、創造力」です。どの子

供も生まれつき創造力を持っていますが、インスピレーションによってより大きく開花します。も

しロールモデルがメンタリングの中で創造力を発揮すれば、子供のイマジネーションが輝きを増

します。人生におけるクリエイティブなオプションは無限ですから、創造力はロールモデルにと

っても大切です。メンターになることや、子供を指導するということに特別な才能は必要ありませ

ん。必要なのは、コミットメント、価値観、そして創造力です。 

   ティーネージャーは子供を指導するうえで、自分だからこそ活用できるという特別な能力を

発揮します。それは、メンター自身もまだ子供であるという視点で小さな子供とつながれる力の

ことです。多くのティーネージャーは子供たちにとって素晴らしいロールモデルになり得ます。

Big Brother、Big Sister、Teen Trendsetters といったアメリカの非営利組織では、青少年と子供を

つなげ、彼らを導いていくことを主旨としています。ティーネージャーが小さい子供たちを指導

することは、お互いにとって価値ある経験となります。自分より年齢の低い子供を指導すること

で、寛容性、忍耐、リーダーシップのスキルが身に付きます。メンタリングを経験するティーネー

ジャーは、子供たちとのつながりを通して自分自身も成長できますし、小さな子供の面倒を見る

ことがどういうことかも学べます。言わば、親の気持ちになってみることができるのです。このよう

に、ティーネージャーが子供のメンターになることで、両者ともに多くの新しいスキルを学べま

す。機会があればぜひ児童のメンターをやってみることをお勧めします。 

   繰り返しますが、青少年のメンタリングは子供の人生において必要なことです。子供は良き

指導者（良いロールモデル）からプラスの影響を受けます。メンターの目的は、青少年の精神的

な成長を促すことと、より大きなことをやってみようという意欲をかきたてることです。メンタリング

を通して、ティーネージャーもまた生きていく上での教訓を学ぶことができます。ベンジャミン・フ

ランクリンがこういうことばを残しています。「聞いたことは忘れてしまう。教えてくれたことは覚え

ているだろう。関わることで、そこから私は学ぶ。」 

****************************************************************************** 
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Page 20  COMPASS  コンパス   

生涯の友達を作ろう。地域社会にインパクトを与えよう！ 

Website: https://pilotinternational.org/compassclubs/ 

Karen Cupit カレン・キューピット 2019-2020 コンパス・コーディネーター 

   今年のインターナショナルコンベンションで新しいコンパスの旗が初めて登場し、わくわくし

ました。今年最初にチャーターされたコンパスクラブのメンバーが旗を披露してくれました。 

   コンベンションで会った方が、ご自分のパイロットクラブで新しいコンパスクラブを始めるだ

ろうとおっしゃっていました。アンカーは高校卒業後コンパスクラブに入ることで、パイロット組織

内に属せるのです。 

   アンカーは地域社会で奉仕活動を積極的に取り組む素晴らしい若者たちです。高校卒業

後も、その熱い奉仕精神を持ち続けてほしいです。コンパスクラブはまず 5人のメンバーを揃え

ることから始められます。 

   メンバーになるための正式な基準は特にありません。アンカーは高校卒業後、地元に残る

人もいれば遠いところの大学に進学する人もいますが、どちらの場合でも同じコンパスクラブに

所属できます。地元から離れても、テクノロジーを駆使してクラブ活動に参加できます。遠隔で

も出来る作業はありますし、地元に戻って来た時に他のメンバーと合流できます。 

   まず 18歳～26歳の奉仕活動に興味のなる若者を集め、コンパスクラブについて教えてく

ださい。この世代の特徴は、どんな課題にも新しいやり方を見つけて実現しようとするところで

す。私たちパイロットができること以上に、より良いソリューションを考え付くでしょう。 

   18歳～26歳の若者を見つけるためには、地域社会で彼らが集まっている場所で探してみ

ましょう。彼らの職場、学校、よく行く場所などを中心に広告を出します。 

   コンパスについてのご意見やご質問は、私（カレン・キューピット）か、アンカー・スペシャリ

ストのスーザン・ウッダードにメールでご連絡ください。 

   6月 22日、最新のコンパスクラブはフロリダ・ディストリクトでチャーターされました。ノース

ウェスト・フロリダ・コンパスクラブは 5人の新しいメンバーで構成されています。そのうちの 4人

は元アンカーです！この新しいグループに期待していますし、彼らの地域社会での活躍が待

ち遠しいです！ 

   今年のシカゴでのコンベンションに、アラバマ州コヴィングトン郡コンパスクラブのテイラー・

スミスが出席しました。テイラーはコンパスを通して奉仕活動を続けながら、ワークショップでたく

さん学んでいました。今後コンパスクラブのメンバーがどんどんコンベンションに参加してくれる

でしょう。テイラーの参加は私たちに多くの感動をもたらしてくれました。 

https://pilotinternational.org/compassclubs/
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Page 21  MEMBERSHIP  メンバーシップ 

Website: http://www.pilotinternational.org/becomeapilot/ 

   メンバーシップ・コーディネーターのリタ・スプリッグスです。私は 42年間、バハマで最初に

チャーターされたナッサウ PCのメンバーです。2002年～2004年、コ・エドのガバナーを務め、

クラブ内の様々なリーダーシップの役割を経験しました。2008年～2009年、インターナショナ

ル・オペレーションズ・コーディネーターを務めました。2008年には、インターナショナル・タスク

フォース委員会でメンバーシップの動向を調べました。 

   シカゴのコンベンションでは旧知の仲間との再会を喜び、有意義なワークショップに参加し

てたくさんの刺激を受け、スピーカーの講演に感動しました。さて、これからはまたクラブの会員

増強に注力していきます。ご存知のように、会員増強と維持はパイロット組織がしっかりした奉

仕活動を続けていく上で最も重要です。組織の活力を担っているのが会員です。新会員、特に

若い会員を増やしていかなければ、組織自体が弱小化してしまいます。若い会員は組織全体

に新しい息を吹き込み、組織がこれからも長く続くことに貢献してくれます。 

• 「Share Pilot（シェア・パイロット）」のイベントを開催し、各パイロットに一人ゲストを連れて

きてもらう 

• 元アンカーに連絡を取り、呼び掛ける 

• 会話のきっかけになるよう、パイロットピンやメモラビリアを常に身に着ける 

• 例会、イベントについて地元の新聞の掲載してもらう 

• 見込み会員やスピーカーのために、クラブのパンフレットを作成する 

 

   どんな組織にとっても会員増強はチャレンジですが、やる気と決意があれば大きな成果を

上げられます。会員増強は既存メンバー一人一人の意気込み次第です。 

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

Page 22-23  THANK YOU! 

シカゴ・コンベンションでの写真です。今年のコンベンションは、組織全体の強さと推進力を極

めて重要な機会でした。パイロットの絆が強まり、たくさんの新しいアイデアが紹介され、情報を

共有し、お互いに学び、楽しみ、スピーカーの講演に感動しました。 

ご参加有難うございました！！ 

⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆ 

Page 24-25  Fundraising 資金調達 

Sherry Bath シェリー・バス 

http://www.pilotinternational.org/becomeapilot/
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パイロットインターナショナル 2019-2020 資金調達コーディネーター 

   パイロットインターナショナルの目標は地域社会をより良くすることです。その活動のため

には「資金調達」が必要です。 

   資金調達を成功させれば、クラブにとって十分な資金が集まります。イベントの規模は

様々で、単発もあれば毎年恒例のイベントもありますが、一貫して地域社会で必要とされる奉仕

活動を行うための資金調達が目標です。では、どのような種類の資金調達を実施するかをどう

決めていますか？ 

   １．対象者を識別する：企画に入る前に、どのような人たちに向けて資金調達のイベントを

実施するかを決めなければなりません。対象者は子供連れの家族？ 青年層？ 高齢者向

け？ 地域社会全体に焦点を絞る？ さらに、既存の支援者に向けてなのか、新しい支援者を

開拓したいのか、その両方に対してのイベントなのか？ 

   ２．目標を定める： 企画段階で達成したい資金調達の目標を明確にする。皆さんの地域

社会で必要とされていることがわかっていますか？ クラブ内で、どのような資金調達をするの

が良いか話し合っていますか？ 目標は出来るだけ具体的に絞り込みましょう。前もって目標を

定めておけば、クラブ内のみならず、地域社会の中で、資金調達の目標が誰にとっても明確に

なります。 

   ３．予算を組む： 資金を調達するためにはお金を使わなければなりません。ファンドレイ

ジングのイベントに実際どれだけ費用がかかるかを知っておく必要があります。財務状況とリソ

ースを確認します。資金調達を成功させるために必要な全体図をしっかり把握します。以下の

費用がかかることを考慮してください：会場の使用料；デコレーション；食事や飲み物；プログラ

ムやパンフレットの印刷や郵送；機材；エンターテイメント；申請や許可；広告費；講演者への謝

礼；福引など。あまり予算にしばられないように。お金をかけた分、成果はあります。 

   ４．十分な時間をかけること： 資金調達の実施日程を決める前に、十分な準備期間を取

っておくこと。イベントの規模が大きめで複雑であれば、長めの準備期間が必要になります。準

備することを整理しておき、見込み参加者たちが前もって日程を空けておいてくれるように、十

分な時間が必要です。 

   ５．スポンサーを見つける： 企業のスポンサーは十分な資金援助をしてくれます。見込み

のあるスポンサーと直接会って、パイロットの使命や資金調達することで何を達成したいか、ま

たイベントでスポンサー企業をどのように宣伝できるかについて理解していただきます。スポン

サーの共感が得られれば予算も多く取れますし、より多くの人々に呼びかけることができます。

地域社会のためにパイロットインターナショナルと協力することは、スポンサー企業にとっても有

益なことです。 
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   ６．仕事を任せる：仕事を人に委ねることが苦手な人もいますが、資金調達は手間暇かか

る仕事です。奉仕に対する熱意を分かち合いましょう。協力し合うことで、誰が何をやるべきか

が明確になり、作業の効率が良くなります。中心グループの中で委員会を作り、やるべきことの

責任を分担してからボランティアを募るのもいいでしょう。重要なことは、各自に分担するタスク

の内容をきちんと理解してもらい、任せた後はそのメンバーたちを信頼するということです。 

   ７．その他の状況も考慮する： いろんな角度から考慮しておきます。たとえば、イベントで

の安全確保、障害者のためのアクセス、損害賠償保険、カメラマン、救急処置の備え、必要な

交通の便など。以上、前もって準備万端にしておけば、実際のイベントがスムーズに進行し、資

金調達も成功しやすくなります。 

   ８．プロモーション： 計画を立てたら、しっかりプロモーションしましょう！チラシ、各種新

聞、ウェブサイト、メール、ソーシャルメディアなど、様々な媒体を通じて宣伝します。友達や家

族、教会のメンバーへの口コミから地域社会の積極的な参加を促してください。マーケティング

の観点からすれば、資金調達の宣伝にここまででいいということはありません。広く知れ渡れば

それだけ多くの参加者を見込めますし、より多くの収益を上げられるということです。 

   ９．イベント後の反省：資金調達を実行した後、上手く行った点や行かなかった点、どうして

おけば良かったのかを見直してください。また、目標は達成できたのか、あるいは目標達成の

ために今後改善するべき点はないかなどを振り返ってみてください。 

   以上のガイドラインが、皆様の次の資金調達の企画にお役に立つことを願います。資金調

達の計画には参加者全員の協力が必要です。ヘンリー・フォードがこう述べています。「人が集

まることから始まる、共に努力を続けることが進歩であり、協力し合うことが成功である」  

   本年度も皆様の資金調達のご成功を祈っています。 

 

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

Page 26  Leadership  リーダーシップ 

Nancy Miller  ナンシー・ミラー 

パイロットインターナショナル 2019-2020 リーダーシップ・コーディネーター 

   新しくオフィサーになられた皆さん、こんにちは！  

   皆さんと一緒にご奉仕させていただくこれからの一年を楽しみにしています。心を開いて、

様々な意見に耳を傾けてください。また、ディストリクトのオフィサーや PI本部への情報の提出

や申し込みなどは、必ず締め切りを守ってください。 
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   リーダーシップと言っても構える必要はありません。私が初めて地元のクラブで記録書記を

依頼されたとき、「えっ私が？」と驚きましたが、クラブの方々からあなたなら出来ると励まされ、

力づけられました。私たちパイロットインターナショナルは、皆さんの任務をサポート致します。

私がどんどん役職を担っていくうえで、はじめに励ましてくれたメンバーがずっと支援し続けてく

れています。彼女たちから受けた指導はかけがえのない財産です。きっと皆さんも、いつも応援

してくれているメンバーに恵まれていると思います。 

   私は 3つのパイロットクラブの会長を務め、2つのディストリクトでガバナーを務めました。

今までの経験を生かし、リーダーシップ・コーディネーターとして頑張りたいと思っています。どう

ぞご遠慮なく、お声をかけてください。 

   マーガレット・ミード氏（アメリカの文化人類学者）のことばをご紹介しましょう。「思慮深い、

意欲に満ち溢れる市民（“パイロット”がまさにそう）の集まりが、世界を変えていく力を持ってい

るということを確信してください。実際、今までもずっとそうだったのですから。」 

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

   


