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パイロットインターナショナル 

日本ディストリクト 
 

 

 

 

楽しい 11 月を！ 

 

11 月は感謝の月です。生活の中の多くの素敵な出来事への感謝を思い出さ

せてくれる月です。私と同じ様に、皆様もパイロット生活に感謝の念を抱いて

下さると良いなと思っています。パイロットとして、私たちは他者の生活に前

向きの出来事を起こす沢山の方法がある事にも感謝する事ができます。 

11 月には他者への思いやりを示せる特別な機会があります。 11 月の第 2

週（2020 年 11 月 8〜14 日）は、International Care＆Kindness Week （思いや

り・親切週間）と名付けられています。大切なひとへの気遣いをちょっとした行為で表す事で、1 日を、人生を、世

界をも変えることができると意識する為に創設されました。この特別な週に、是非、すべての人への優しさ、思い

やり、そして善意を尽して下さい！ 

 

コロナの期間中、私たちはバーチャルなコミュニケーションに依存せざるを得ませんでした。コロナ以前は、家族

や友人は電話機器を個々に使うよりは、一緒に座って電話に夢中になったりするのが普通でした。パイロットイ

ンターナショナルは“Get Real！”キャンペーンを行います。電子機器を片付けてリアルの会話に参加するよう奨

励します。 International Care and Kindness Week の期間中、家族や友人との直接の会話をお楽しみください。 

パイロットインターナショナルの「Get Real- Show You Care （リアルで気遣いを示そう）」の啓発キャンペーン資

料 （ 宣 言 も 含 む ） は 、 ホ ー ム ペ ー ジ の サ イ ト <https://www.pilotinternational.org/member-resource-

category/ickw-resources/>で入手できます。 

バーチャルで繋がる友人には、対面で繋がる事がどれほど楽しかったかを必ず伝えてください！ GET REAL イ

ニシアチブと International Care & Kindness Week について、フェースブック、インスタグラム、Twitter 上で、

#GetReal #ICKW #PilotService を拡散して下さい。 

 

慈善寄付の国際的な日、「Giving Tuesday（ギビングチューズデー）」は、他の人々の生活に前向きな変化をもた

らすもう 1 つの機会です。 PI が参加非営利団体の 1 つであることを誇りに思います。感謝祭後の最初の火曜日

である 2020 年 12 月 1 日は、ギビングチューズデーに指定されています。 

今年のパイロットインターナショナルの Giving Tuesday キャンペーンは、助成金と奨学金への資金となります。助

成金は、地域社会の人々の生活に貢献し、学生の高等教育への目標達成への支援となります。キャンペーンは、

助成金および奨学金基金に役立つため、寄付は、250 メンバーゴール、会長サークルなどの年間目標にカウン

トされます。 

 

今年の資金調達目標である 10,000 ドルを達成し、それを超えるには、皆様のご協力が必要です。寄付は 12 月

1 日まで待つ必要はありません。寄付用紙に「ギビングチューズデー」と書き、小切手で、電話で、又はホームペ

ージからオンライン寄付で、ご寄付下さい。  

サイトは以下です。https：//www.pilotinternational.org/givingtuesday11 月を歓迎し、私たち自身のもつ力と他の

人のために何ができるかという事に焦点を当てましょう！     パイロットの愛と友情において 
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10 月 19 日に法務局へ提出した申請書類は

受理され、手続きが完了し、日本ディストリク

トは一般社団法人となりました。変化する時

代の中で、社会に認められ選ばれるボランテ

ィア団体となるよう、より良い組織となるため

のチャレンジをスタートしました。 

法人化となっても、私たちのミッションは変わ

りません。友情と奉仕を信条とし、奉仕活動

と社会貢献を通して、地域に前向きな変化をもたらすことを使命としています。 

これからも心を込めて、奉仕活動を推進いたしましょう！  

 

11 月は「感謝の月」であり、第 2 週は思いやり・親切週間です。PI では、“Get 

Real！”キャンペーンを行います。コロナ禍で、私たちはオンラインによる会

合を進めてきましたが、この期間は家族や友人との直接の会話を楽しみ、感

謝を伝えることを奨励しています。マスク着用、手洗い、ソーシャルディスタン

スなどの感染予防を徹底することを忘れずに、“Get Real！”キャンペーンを

実践してみましょう！ 

 

次年度の DAC 役員を推薦する時期となりました。私たちの未来を託す方々

を選ぶのですから、他人事ではありません。全てのクラブは役員推薦の責任

を負っています。お届けしている指名委員会からのブリテンをよくお読みいた

だき、必ずご推薦ください。ご不明な点がありましたら、どうぞお気兼ねなく、

指名委員会へお問い合わせください。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「 一般社団法人になりました 」  

 

 

 

ガバナー 

中島 恵子 （桜東京 PC） 

keiko.n.vln@lagoon.ocn.ne.jp 

 

ガバナーエレクト 

内田 民以 （東松山 PC） 

tuchida@hctv.ne.jp 

 

ルテナガバナー 

森主 真弓 （さつま PC） 

morimayu@aqr.bbiq.jp 

 

書 記 

木村 裕紀 （ｽｶｲﾋﾟｱ PC） 

pilot.kimura@gmail.com 

 

会 計 

武川 路代 （奈良 PC） 

takegawa.michiyo@olive.plala.or.jp 

 

 

◆◆◆ お知らせ ◆◆◆ 

2021 年 

4 月 17 日（土）・18 日（日） 

第 31 回 ＰＩ日本 

ディストリクトコンベンション 

in 佐賀 

 

◆◆◆ 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 ガバナー  中 島 恵 子 

2020-2021 

日本ディストリクト 
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PI インスピレーショナルリーダー  シャーリー・キング 

 

 

 

「GPS や羅針盤の無かった時代は、星が道しるべでした。今も星のナビゲートを気に入っている人たちが沢山い

ますが、複雑さを恐れ先延ばしにしています。しかし、複雑と考える必要はありません。いくつかの星や星座を学

ぶ事で、東西南北を見つけたり、星を選び、その動きを観察することもできます。科学の進歩によるナビゲーショ

ン技術があるにもかかわらず、古代の星は依然としてナビゲーターにとって「必須」です。星や星座を使用するこ

とで、基本に立ち帰る事ができます。パイロットとして効果的なガイドになるには、基本に戻る必要があります。

倫理規定で気持を改め、ミッションとバイローズ（細則）を確認ください。そうすれば、情熱と信念を持って他の人

を導く事ができます。」 

 

実施日 ； 2020 年 10 月 4 日（日） 

今期は新型コロナウイルス感染拡大のために、東京オリンピックが中止となり、 残念ながらパイロットウォーク

も自粛されるクラブがほとんどでした。そのような中、感染予防対策にしっかりと取り組まれて、パイロットウォー

クを開催されたクラブが７クラブございました。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」の広報活動に繋がることができました。１０月４日は全国快晴のもと各クラ

ブがそれぞれに工夫されて、障がいのある方々と一緒に、また地域によっては３密をさけるために会員だけで開

催されたクラブもありました。どのクラブからも、「楽しかった！元気がでました！」とお声をいただきました。 

開催されましたクラブの皆様、ありがとうございました。私達もたく

さんの元気と勇気をいただきました。また、開催できなかったクラ

ブの皆様からも、資金調達が困難にもかかわらず、多くのご支援

を賜り、心から感謝を申し上げます。 ありがとうございました。 

来年は、皆様とパイロットウォークを開催できますよう心より願っ

ております。 

 

 

（盛岡ＰＣ） 

（仙台ＰＣ）

（高崎ＰＣ） 

（秋田ＰＣ） 

（佐賀ＰＣ） （東広島ＰＣ）

◆◆ メッセージ ◆◆ 

◆◆ ‘2020’パイロットウォークのご報告 ◆◆ 

‘2020’パイロットウォーク実行委員長 ルテナガバナー 森主 真弓 

（富山ＰＣ）
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（高崎ＰＣ）（仙台ＰＣ） 

★ ダイヤモンド東京パイロットクラブ 
今回は秋の紅葉をテーマに描いた作品が館内にいっぱ

い！ダイヤモンド東京 PC と長年交流が続く“あいアイ

美術館”での展示会では指導を受けた画伯たちの個性

あふれる素敵な作品 

が展示され私達は 

エールを送ります。 

支援団体との楽しい 

交流の場にもなって 

います。 

 

◆◆ クラブの代表的な活動のご紹介 ◆◆ 

★ 東広島パイロットクラブ 
障害者支援施設ときわ台ホームでの支援活動は 10

年続いています。その１つは「クリスマス交流会」で

す。会員のダンスやカラオケ等でクリスマス会を共に

楽しんでいます。Pick  me  up 活動で利用者ご家

族にお菓子を贈って喜んで頂いております。 

 

 
 
 
 
 
 
  

★ 広島パイロットクラブ 
老人ホーム訪問は 15 年の継続事業として、四季の

行事に、ひな祭り茶会（表千家社中と県立広島大学

生）会員所属のコーラスグループ、大学生の筝曲班

や地域のマンドリンクラブの演奏など、地域の協力

により楽しく交流する心温まるプロジェクト活動です。

 

★ 東松山パイロットクラブ 
設立当初より、市民病院・市立保育園へ絵本寄贈を

続けて２３年。2,500 冊以上の絵本が園児たちに読ま

れてきました。コロナ禍で絵本が見直されていると

か。夢や空想の世界に誘う絵本をもっと読んで情緒

豊かな子供になってほしいと願いつつ。 

    

★ 鹿児島パイロットクラブ 
98 年から支援している「ふーせんバレーボール！」

鈴の入った直径 40cm の風船をツールに障がいを持

つ人も健常者も同じ熱さで戦える。優勝チームには

鹿児島 P C 杯を贈呈。思いやりと勝負に燃えるその

姿に感動！ 

 
 
 
 
 
 
 

 

★ 金沢パイロットクラブ 
金沢 PC では例年「パイロットウォーク&美術展」を同

時開催し、美術展では障がいを持つ人達の作品 200

余を県庁展望ロビーで展示、出品者全員に参加賞

の図書カード。後援先から頂く賞状や盾、このことが

会員と参加者の大きな励みになっている。 


