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令和２年 新年を迎えて

斉藤実 副会長

バギオ基金も新たな感動と育英事業の大切さを継続します。
1981 年 9 月にバギオ基金を設立して 39 年目になります。2009 年 7 月一般
財団法人になって 10 年が経ちます。奨学生の数も 2019 年 6 月末で、3,771
名になりました。今年 3 月のバギオ訪問も 41 回目を迎え、延べ 1,325 名の
ロータリアン及びその家族が参加しています。留学生の受け入れは 14 名とな
り、卒業生は各方面で活躍しています。現在は、34 地区のロータリークラブ
やロータリアンの皆様のご支援を受け、着々と実績をあげています。
これからも多田会長のもと頑張りますので、よろしくお願いします。

卓話報告
RI 第 2510 地区札幌南ロータリークラブ
国際奉仕委員長の網野泰文様よりご依頼をいただき、2019 年 10 月 28
日(月)、北海道の札幌パークホテルで、ＤＶＤを用い卓話に伺いました。
一昨年に続き卓話に伺うのは２回目でしたので、前回の「バギオ基金の
生い立ち・背景」のほか、新たに「ロータリーでのバギオ基金」として、
世界社会奉仕活動の一環として国際奉仕活動にも繋がっていることや、
地区補助金やグローバル補助金を使った活動など、バギオ基金から広が
った活動を紹介しました。また、札幌南 RC からはバギオ基金へご寄付
を頂きましたので、第 1 回感謝状を贈呈しました。
（総務担当副会長 斉藤実／東京臨海 RC）

左：斉藤実副会長
右：札幌南ＲＣ 平昌夫会長

RI 第 2610 地区小松シティロータリークラブ

左：小松シティ RC 山崎秀雄会長
右：矢橋潤一郎理事

2019 年 11 月 11 日(月)夜、石川県小松市の小松シティロー
タリークラブ例会でバギオ基金についての卓話をさせていた
だきました。ローターアクトの先輩である吉田正樹国際奉仕委
員長からのお誘いです。例会には 2610 地区のガバナー補佐や
近隣クラブ会長が大勢、お越しくださいました。「ロータリー
の友」に載っているのは知っていたけど、バギオ基金自体はよ
く知らなかった、という方も多くいらっしゃいました。卓話で
直接お伝えすることの大切さを感じました。
（理事 矢橋潤一郎／札幌東 RC）

今後の卓話予定
2020 年 4 月
2020 年 5 月

RI 第 2760 地区
RI 第 2700 地区

名古屋城北 RC（愛知県）
大牟田 RC（福岡県）

ロータリクラブの卓話に呼んでください (交通費・謝礼等はご心配いただかなくて結構です)

留学生のその後

第 5 期留学生のチオク・ニッキ・ティロンさんは、一昨年
（2018 年 3 月）に学校法人石川学園大育専門学校 調理本科を
卒業後、沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハに就職しました。
今年度は 2 年目となり、一年後に就職した第 6 期生の二人と共
に引き続き調理師として頑張っています。
左：チオク・ニッキ・ティロンさん

第 6 期留学生のガッダン・ジュベリーノ・カスタニエダさん（通称ジ
ェイエルさん）は、2019 年 3 月に学校法人石川学園大育専門学校 調理
本科を卒業後、沖縄県のダブルツリーBY ヒルトン那覇首里城に就職し
ました。前号で紹介しました留学生と同じ外国人の新在留資格「特定技
能 1 号（外食業）」の技能試験に合格し、調理師として活躍しています。
右：ガッダン・ジュベリーノ・カスタニエダさん

◎バギオ基金へのご協力に感謝いたします
◇ 受入寄付金額

2019 年 11 月から 12 月までの２ｹ月間の受入寄付金は、46 件 1,396,000 円です。
2019-2020 年度の寄付金受入額の合計は、88 件 4,318,510 円になりました。
◇ 後援地区からのご寄付
● RI 第 2830 地区（青森県）

◇ RC 創立周年記念寄付をいただきました
● 12/24 東京葛飾 RC 創立 55 周年記念寄付

◇ 後援ロータリークラブからのご寄付
●東京葛飾

RC
●東京武蔵野中央 RC
●東京リバーサイド RC

●東京八王子

RC
●東京港南マリーン RC
●東京町田サルビア RC

◇ 後援者（個人・法人）からのご寄付
●東京王子 RC
●東京東村山 RC
小川明治
野村高章
●東京臨海 RC
樺澤 襄
斉藤 実
●東京神田 RC
今井 忠
荻原 年
酒井教吉
●東京葛飾中央 RC
●東京臨海西 RC
鈴木秀史
栗山義広
●東京小平 RC
二瓶恵一
西村年博
●東京西北 RC
加藤明義
岡村 進
●東京武蔵野 RC
●東京豊島東 RC
三澤建美
新倉康榮
●東京練馬西 RC
村中秀朗
横山晴夫
今田拓男

●東京サンライズ汐留

RC
●小松シティ RC（石川県）
●徳島眉山 RC（徳島県）

（敬称略）

RC
大城純市
●東京調布むらさき RC
関森正義
●東京蒲田 RC
平塚隆志
●東京立川 RC
市原聖功
大竹茂明
小野 優
志村和則
田島瑞也
田中宏明
中山賢二
町田 弘
●那覇西

●東京武蔵府中

RC

猿渡昌盛
●東京西 RC
原 昭邦
●東京杉並 RC
尾崎政雄
●厚岸 RC（北海道）
舟山敏次
●札幌南 RC（北海道）
ﾄｰｷﾙ Ｄ ｸﾘｽﾃﾝｾﾝ
●敦賀 RC（福井県）
山本 等
●京都西南 RC（京都府）
東邦電気産業㈱
（佐伯希彦）
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「バギオ基金」について、よりご理解を頂くために、卓話に伺わせていただきます。
ご希望のＲＣは基金事務局までお申し込み下さい。
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