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バギオ基金卓話報告
RI 第 2760 地区 半田 RC（2022 年 4 月 14 日木曜日）
RI 第 2760 地区半田 RC（愛知県／川口新平会長）の例会で卓話をさ
せて戴きました。半田 RC は設立 71 年目を迎える歴史と伝統のあるク
ラブです。連日ウクライナでの悲しい出来事がメディアを通じて全地
球上に発信されております。バギオ基金の出自と大変似通っているの
バギオ基金 淺田豊久会長
で是非ご理解戴きたいと思います。80 年前に勃発した太平洋戦争の中
でも、「バギオ」はフィリピンのルソン島北部にある地域で激しい戦いが連日繰り返されてい
たと記録されています。明治時代に日本人が移民として比国に入国し、現地の人々と結ばれて
子孫が誕生し日系人として育成されましたが、戦後は日本軍の占領により日系人という理由で
迫害されました。中でも一番の被害者は日系二世三世と言われる子供達です。その後一人の日
本人宣教師シスター海野さんが、日系人を救済する目的で手を差し伸べていると言う情報をつ
かんだのがロータリーでした。そして今から 41 年前に「バギオ基金」が設立されたのです。
今後も 2760 地区を代表して貴クラブが中心になって「バギオ基金」に手を差し伸べて戴き
たく何卒宜しくご理解ご協力をお願い申し上げます。
（バギオ基金会長 淺田豊久）

RI 第 2750 地区 東京田園調布 RC（2022 年 4 月 15 日金曜日）
第 5 期留学生のレイン君が卓話を行いました。日本語も大変素晴らし
く、会員の皆様に喜んで頂きました。今後も、元留学生の卓話を通じ
バギオ基金の事を周知する活動ができればと存じます。皆様のクラブ
でも是非、お声がけください。 （バギオ基金常任理事 平塚隆志）

私はハイスクールからバギオ基金の奨学生です。フィリピンで
大学まで卒業しましたが、生活が大変なフィリピンではなかな 左から 平塚隆志常任理事 大場英一様
レイン君 長澤好昭会長 指田春乃幹事
か夢をかなえることができず、自分の人生を変えようとしても
うまくいきませんでした。2015 年 7 月に留学生として来日し、2018 年亜細亜大学国際関係学
部に進学しました。大学のクラスメイトに「あなたは働いて稼ぐことを
選ばずに、なぜ更に大学で頑張る必要があるのか？」と聞かれましたが、
私は「フィリピン人も機会さえあれば国際的に活躍できる事を証明した
いからだ」と答えました。私が 4 年間してきた努力が、経済的困難な
状況にいるフィリピン人のための支援拡大に繋がることを願っています。
バギオ基金の支援が、多くの子供たちにとって、負の連鎖から抜け出す第
一歩になると信じています。世界をより平和でよい場所に出来る有能な若
者がバギオ市にいると確信しています。皆様からのご支援のおかげで人生
3 月 15 日亜細亜大学卒業式
が大きく変わった留学生代表として、心からお礼を申し上げます。
左から 斉藤実副会長
(バギオ基金第５期留学生 カルシ・レイニャー・ルショ)
レイン君 酒井教吉幹事

東京蒲田ロータリークラブ創立 35 周年記念寄付
4 月 22 日（金）ザ・プリンスパークタワー東京において、
創立 35 周年記念式典が開催され、東京蒲田 RC の鈴木さと美会長
よりバギオ基金へ記念寄付が贈呈されました。

第 13 期第 3 回理事会の開催
4 月 20 日(水) 主婦会館プラザエフにて、第 13 期第 3 回理事会
を開催し、2022-2023 年度の事業計画案（創立 40 周年記念事業）、
予算案について協議され、原案通り可決承認されました。
また欠員となっている業務執行理事（副会長）に、三浦眞一氏
（東京八王子西 RC）と平塚隆志氏（東京蒲田 RC）が就任すること
が可決されました。今年 2 月に予定していた第 43 回バギオ訪問
交流の旅は、5 月 12 日(木)～15 日(日)の日程で行うこととなり、奨学金贈呈式、奨学生の
家庭訪問、奨学生と現地ロータリークラブとの交流夕食会、在フィリピン日本国大使館大使
公邸での晩餐会が予定されていることが報告されました。

◎ バギオ基金へのご協力に感謝いたします
◇ 受入寄付金額
3 月 1 日～4 月 28 日までの 2 ケ月間の受入寄付金は 71 件 1,349,000 円です。
2021-2022 年度の寄付金受入額の合計は、263 件 5,378,000 円 になりました。
◇

後援ロータリークラブからのご寄付
RC
●浦添 RC（沖縄県）
●東京新宿

◇

RC
●東京武蔵府中 RC
●東京蒲田

RC
●東京世田谷南 RC
●東京六本木

●東京芝

RC

後援者（個人）からのご寄付（敬称略）
●東京東久留米

RC

奥住智明
●東京神田 RC
清水宣夫
●東京小平 RC
宮﨑久嗣 吉田照好
●東京江北 RC
海老沼孝二 鈴木 喬
●東京臨海 RC
内海真樹（2 件）
斉藤 実
●東京臨海西 RC
二瓶恵一 栗山義広
●東京西北 RC
岡村 進（2 件）
●那覇西 RC
松島寛行

RC
指田春乃 鈴木昌臣
鈴木 勝
醍醐 徹
天明信治 長久保光正
長澤好昭 中山芳瑛
荒井路子 青木 久
伊賀 崇
上野 哲
大場英一 北川正訓
鈴木晶雅 鈴木陽一
蓮池 攻
長久保樹一郎
林 俊夫 馬場雄一郎
平林拓也 深瀬 章
村石義樹 森部和彦
山﨑健二 山﨑隆行
横山宗祐 八野光俊
●東京六本木 RC
淺田豊久（2 件）
●東京田園調布

RC
本田康夫 平塚隆志
笠原正博 海老澤克昌
井出正彦 鈴木さと美
加藤進弘 中村光宏
森田光隆 瀬戸秀彦
多田翔璃 荻野髙司
佐藤祐一 早川景子
安藤日出男
●東京芝 RC
米屋博行 斉藤進一
●高崎 RC（群馬県）
市川豊行
●和田山 RC（兵庫県）
橋本幹夫
●鹿屋 RC（鹿児島県）
田中俊實
●東京蒲田

寄付金受入口座 ： 郵便振替 00130-0-102022
ザイ）ヒコクイクエイカイバギオキキン
三井住友銀行 東京中央支店 普通 8246604 ザイ）ヒコクイクエイカイバギオキキン

「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。
ご希望のロータリークラブは基金事務局までお申し込み下さい。
※zoom で参加させていただくことも可能です。
Baguiofund

