
 

 

 

 

 

第 99 回 PI コンベンション COL 会議（Zoom） 
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通訳・翻訳 秦 里子 

  



 

クラブ訪問に関するトレーニング 

  講演者：ホリー・ベーカー 2019-20 理事 

要約：森主真弓 

 

公式訪問 （Official Visit） 

 

目的：今期は、新型コロナウィルスの感染拡大により、クラブの活動も自粛されている。 

   例年に比べてクラブを支援していく必要がある。 

 

   ＊クラブの懸念分野に対しての支援 

   ＊特定のトピックスに対するトレーニングの提供 

   ＊ディストリクトの情報や推進策をクラブと共有 

   ＊お祝いごとや褒賞を行う 

 

秘訣：＊公式訪問が例会アジェンダに組み込まれていることの確認 

   ＊プレゼンテーションの時間確保の確認 

   ＊台本の準備（就任・入会・表彰等に備える） 

   ＊クラブ文書・クラブ予算・スタンディングルールの事前調査 

   ＊HP・ソーシャルメディアの事前調査 

   ＊公式訪問書持参 

   ＊懸念分野への支援についての説明 

＊名刺・名札・バッジ 

（お金をかけない）手土産等でアイスブレイク 

   ＊ポジティブな姿勢を忘れずに 

 

  



パイロットの知名度／ブランディング 

講演者：リサ・パターソン 2019－20 会計 

要約：中島恵子 

1. ブランティングとは 

ブランディングとは、パイロットインターナショナルを識別可能にするいくつかの要素

を組み合わせたものです。 パイロットインターナショナルのブランドは、名称、ロゴ、 

ウェブサイト、奉仕、以上のものを意味します。私たちの存在意義は全てを含んでいま

す。それをいかに表現するか、そして「パイロットインターナショナル」という名前を聞

いた人からいかに感情と感動を引き出すことができるのか、それは私たちのミッションで

あり、ビジョンです。 

2. パイロットインターナショナルのブランディング・ガイド 

パイロットインターナショナルにはブランディングガイドが HP にあります。 

www.pilotinternational.org 

Pilot International Branding 検索: Branding – パスワードは pilotvisibility 

3．知名度‐皆さんのストーリーを紹介してください 

パイロットインターナショナルに参加したり、寄付したりする前に、人々はパイロット

インターナショナルの背景にあるストーリーを知りたいと思います。 パイロットが使命

とするものがわからなければ、参加したり寄付したりする理由がありません。パイロット

の使命宣言（ミッション・ステートメント）を熟知して、それをストーリーに組み込んで

ください。一貫性のあるメッセージということがポイントです。 

4．知名度を高める機会  

ソーシャル・メディア 

他の団体とパートナーを組む       これらを上手に活用して 

ラジオ/テレビ/新聞            一般の人たちの認識を高めましょう！ 

写真/動画 

5．知名度をあげるための例 

知名度アップのために、パイロットの方針を共有して広めましょう。 

「パイロットインターナショナルのミッション（使命）は、世界中のコミュニティに前向

きな変化をもたらす影響を与えることである。これを実行するために、友情と奉仕のもと

に会員が集まり、脳の安全と健康、および介護する人達を支援することに焦点をあて活動

する」 

6．わたしたちはパイロットインターナショナルです！ 

私たちは・・・・思いやりがある・あなたの友人である・隣人である・心から与える・

家族・あなたのために存在する・あなたを助けるためにここにいる・あなた自身 

私たちはパイロットインターナショナルです！ 



パイロット・リーダーシップ 

講演者：コレット・クロス 2019-20 副会長 

要約：内田民以 

 

🌸 今日のゴール：良きパイロットリーダーとなるためにいくつかの特徴を識別する。 

  特徴、 素質、 属性 

 ・正直、誠実 ・自信 ・人にやる気を起こさせる ・コミットメント ・情熱 ・目的 

 ・良きコミュニケーター ・前向きな考え ・戦略計画 ・意思決定の能力 ・勇気  

・委任 ・説明責任・創造力 ・感情移入 ・弾力性 ・透明性 ・熱意 ・ビジョン 

・協力 ・未来志向 ・忠誠 ・カリスマ 

 

🌸 リーダーシップの特性を思い出す 

＊誠実さが欠けている 

・誠実というのは正直であり、強い道徳観念を持っているということです。約束したこと

は守りましょう。 

＊下手なコミュニケーター 

・自分のメッセージを効率的に伝えることが出来ないなら、良きリーダーには決してなれ

ません。 

＊前向きの考え方を持たない 

・偉大なリーダーは、これからどこへ進むのか、何を達成しようとしているのかというこ

とについて、明確でワクワクするようなアイディアを持っています。また戦略的(中・長

期計画）を策定することに非常に長けています。 

＊熱意と情熱が不足している 

  ・弱いリーダーには、リーダーとしての役割を果たすための熱意と情熱が不足しています。 

＊人に任せない(委任しない) 

  ・弱いリーダーは、全てを自分でしようとします。 

＊倫理規約 リーダーシップ 

・高いビジネスの基準 ・真実に従う ・ベストを尽くす ・全てに関して責任を負う 

・自分の仕事は価値あるものと思う ・日々努力する ・自己を向上させる  

・効率性を高める ・ビジョンを広げる ・成功への野心をもつ ・正直であること    

・忠実であること 

 

「あなたの行動が他の人たちの心に、さらに夢見ることを、さらに学ぶことを、さらに行動す

ることを、そして素晴らしい人間になることを呼び起こすなら、あなたはリーダーと言えます。」 

                         —ジョン・クインシー・アダムス— 

 

  



メンタリング（指導）トレーニング 

 講演者：キャシー・ゴア 2019－20 理事 

★メンタリング（指導）を簡単に！                  要約：武川路代 

★新会員のメンタリング（指導）は大切です！ 

メンタリングは、クラブに対する新会員の満足度を高め、メンタリングをすることに  

よって、会員がクラブに深く関与し、会員としてクラブに長く留まるようになります。 

★メンターとは？ 

 ・模範となる人 ・コーチ ・自信がある ・経験、知恵、ガイダンス、励ましを提供する 

★新会員はメンタリング（指導）を、待っています！ 

 ・新会員はお祝いすべき出来事です  ・新会員は学ぶことに熱心で関与したいと思ってい

ます ・新会員は私もこの新しいクラブの一員だという気持ちを持ちたがっています  

・新会員は、自分は時間を有効に使っている、才能を提供している、そしてパイロットイン

ターナショナルの宝物だと思われたいと願っています 

★メンターを賢く選ぶ 

・新会員と共通点が何かある人 ・誰でも歓迎する性格の人 ・クラブの会員増強に専念し

ている人・パイロットインターナショナルに関する知識が豊富な人   

・他の人達に伝わるバイタリティとエネルギーに満ちた人 ・お手本となって先導できる人 

★メンターの属性 （対応可能） 

 ・革新的  ・親しみやすい  ・新会員と時間を費やすことをいとわない   

・励ますことが出来る  ・知性がある  ・メンタリングを楽しむ   

・明確なゴールを設定できる  ・手際よく整理が出来る  ・良い聞き手となれる 

★メンターの役割  ～楽しんで励ましてあげてください～ 

 ・新会員の入会式に出席する  

・新会員と話し、知り合う時間を予定し新会員がパイロットを十分に理解し、関与できるよ

うになるため、メンタリングに「専念する期間」を決めること 

 ・新会員のオリエンテーション（説明会）のプレゼンテーションに出席すること  

・新会員と他のクラブ会員とのお互いに交流できる自由な時間を作ること 

★メンターへの助言 

 ・自分がパイロットの会員となった初期の頃を思い出し、パイロットの豊かな歴史を共有し

てください 

 ・他のパイロット会員の個人的なパイロット歴を共有してもらってください 

・ゴール：25 年、50 年会員になるように新会員一人ひとり熱意を与える努力をしてください 

★素晴らしいメンターとなるには 

 ・コミットメント（専念）をすること ・相手の話をよく聞き、激励すること 

・指導対象となる人はあらゆる人で、あらゆる所に存在することを知っておくこと  

・指導対象となる人から学ぶこと ・オーブンマインドと思いやりを持つこと  

・忍耐強くあること ・模範となること、言葉よりも行動  

・思いやりをもち、関係を構築することに努力すること 



 

会員増強 

ローナ・バッカ・エスピノーザ 2019-20 書記 

要約：羽根由 

3 つの R 

① Retain＝会員の維持   ②Recruit=新会員の勧誘  ③Reclaim=元会員を呼び戻す 

 

① Retain=会員の維持 

 ・会員への、とりわけ新会員への指導、例会欠席者へのフォローアップ 

 ・パイロットの大きな目的、価値、国際的な人々と結び付いている 

 ・将来を見据えて、年齢層や性別、異文化などを超えて、層に厚みを出す 

 ・忘れてはならない友情の大切さ、良い経験している自覚 

・いつも前向きに 

 

② Recruit＝新会員の勧誘 

 ・会員みんなが責任をもつ。そのためにもビジョンや戦略、ゴールをもつ 

 ・地元のニュースをつかんで、勧誘のきっかけをつかむ。忙しい人こそ、可能性大 

 ・見込み会員の不安や懸念に応えられる、質の高い対応を用意・トレーニングしておく 

 ・もっとも重要な言葉を会話に入れること、それは相手の名前 

 ・魔法の数字は「7」。入会までに誘った数は平均 7 回、あきらめすに 

 

③ Reclaim＝元会員を呼び戻す 

 ・更新しなかった会員にもメールリストからはずさず配信する 

 ・クラブイベントなど、引き続きお手伝いをお願いする 

 ・フォローアップの電話をすることで、直接のコミュニケーションをつなぐ 

 

その他：伝統的な例会と新しい例会を比較しクラブにあった流れを検討する 

 ・ほかのクラブの試み：アジェンダに沿った進行→クラブのビジネス事項の議論→奉仕プロ

ジェクトの検討：1 時間でまとめる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

資金調達ワークショップ 

講演者：二コラ・ニッキー・ドウキンズ 2019－20 理事 

要約：増田麻佐子 

 

1．資金調達の目的 

資金を集める 

 

2．資金調達イベントの種類 

・ゲーム、お菓子セール、ミニフェア、各種パーティ、ライブ等 

 

3．資金調達イベント企画のステップ（順序） 

・委員会を立ち上げ、委員長・会計を選出。 

・目標金額を決め、目標を設定する。 

・ターゲット層・ゲストを選び、会場を決める。収容人数・駐車場確保する。 

・チケットの配布を行なう。 

 又、飲食物の提供がある場合は、品質管理の為の試食会を行なう 

・あまり経費をかけず、イベント日の役割を明確にし、タイムラインを伝える。 

・ディストリクト全体で多くの会員を関与するようお誘いすれば、支援者人数も増える。 

・宣伝、さらに宣伝です。 

 

4．イベントに実際に必要な業務 

  ・タイムスケジュール、役割分担を明確に決め、必要に応じて調整する。 

 

5．反省会 

  ・うまくいった点、いかなかった点の反省をし、再開催する場合の参考にする。 

 

6．「楽しい」資金調達活動   

・お金を儲けることが目的ではなく、楽しいアクティビティが推進力となる。 

・収入はイベント、飲食代、プレゼントの経費をカバーできるものでなければならない。 

  



プロジェクトを成功させるための計算式 

講演者： バーバラ・クロウ 2019-20 理事 

要約：菊池英子 

１．プロジェクト－ちょっと疑問の余地がある？？？ 

プロジェクトに関与してくれる会員が十分いますか？クラブやディストリクトの短所

（弱いところ）を鑑みて、今のプロジェクトは考え直す余地があります。 

２．楽しいプロジェクト 

多くのパイロットにとってプロジェクトに参加することは最も興味のあること（ハイラ

イト）です。 プロジェクトは楽しいものにすべきです！ 

３．コミュニティの奉仕プロジェクト 

   地域社会へ関与することを辞めてはいけない 

パイロットは、常に新しいワクワクするようなプロジェクトを探す 

隣人の話を聞く。彼らは、あなたが関与できるような方法を知っているかも 

アンカークラブとコンパスクラブを奉仕プロジェクトに巻き込む 

できるだけ多くのパイロット、アンカー、コンパス会員に関与してもらう 

４．ヘルメット・プロジェクト 

ヘルメットのプロジェクトは 2019 年のシカゴコンベンション後から始まりました。年に

4 回助成金が支給されます。 

５．ヘルメット塗り絵コンテスト 

2019 年にパイロットインターナショナルは、できるだけ多くの子供たちに安全用ヘルメ

ットを提供する新しいシグナチャー・セーフティ・ヘルメット・プロジェクトを発表しま

した。塗り絵コンテストでは子供たちが自分の夢のヘルメットをデザインします。   

６．ブレインマインダーズ 

ブレインマインダーズは、2001 年に作られたパイロットインターナショナルのシグナチ

ャー・プログラムで、子供たちの脳を守り、脳の怪我を防ぐことを教えるプログラムです。 

パイロットはこのプログラムを拡大して、若者とシニア向けのプレゼンテーションを作

りました。 

2017 年にパイロットインターナショナルはブレインマインダーズ委員会を任命し、ウェ

ブサイトを強化し、保育園、子供、若者、シニア向けのプレゼンテーション資料を更新、

また修正を行いました。 

これらの資料/リソースはパイロットのブレインマインダーズのウェブサイトから入手で

きます。 

７．パイロットが実行していること： 

「所属するだけでなく、参加する。思いやりを持つだけでなく、助ける。信じるだけで

なく、実行する。公平なだけでなく、親切である。許すだけでなく、忘れる。夢みるだけ

でなく、働く。」                 －ウィリアム・アーサー・ワード－ 


