
年頭ご挨拶 

私共のバギオ基金も、創立 29 年を迎える 2010 年の新年を、役職員一同元気

に迎えることができました。お陰様で、数あるロータリー仲間の親睦団体の

なかで、トップクラスの優秀団体と自負することが出来る様成長しました。

新年になり、過去の創業以来長年月、基礎固めにお努め下さった皆々様の 

御協力・御援助に改めて深く感謝致します。本当に有難うございます。 

昨年は、「一般財団法人」として公認され、自分達の足で立つ一人前の組織として、ロータリー

精神をふまえた団体として活動し、“創業期”を卒業し“発展伸長期”に入ったと考えます。 

今まで 3000 名以上の高校生・大学生が日系人を中心として育英資金を受けて勉学完了或いは 

勉学中という偉大な成果を、胸を張って報告出来るのですが、一昨年からバギオ現地から我が国

の介護の座学と実習を勉強したいと、選抜テスト合格者の合計 8 名の留学生が学びます。 

我が国は、2004 年以来比国・インドネシア両国を相手に政府間経済連携協定（ＥＰＡ）交渉が 

続けられ、2006 年締結調印となりましたが、具体化し円滑に施行される迄にはまだまだ道遠しの

感があります。私共は“政府の出来ない事を私共の力の範囲で実行していく”で、現在、福井県

の敦賀ロータリークラブ（2650 地区）と敦賀短大のご協力を頂き、留学生全員、日夜勉学と実習

に励んでおります。「育英」は“忍耐と継続”です。ロータリー精神に基づき、前川会長の下、

一同実直に行動する覚悟です。どうぞ今年もよろしくお願いします。 

明けましておめでとうございます。 

皆様のご支援のおかげで、当バギオ基金も順調に発展しております。 

維持後援者は日本中の３４全地区に及んでおり、ご同慶の至りです。また、

日台ロータリー親善会議の林士珍理事長はじめ、大勢の方にご寄付を頂き 

ましたし、２００９年１１月１９日のロータリーゾーン研究会でも、台湾の

ＰＧの洪學樑氏より１０万円のご寄付を頂きました。この様にバギオ基金が

海外の方にもご支持頂いていることは、ありがたいことです。 

一般財団法人・比国育英会バギオ基金 幹事 佐久田昌昭 

バギオ基金の奨学金で、既に３０１９名のフィリピンの学生が高校・大学を卒業しましたし、 

留学生も５名受入れ中であり、更に今年３名の受入れを予定しています。 

私共はフィリピンのパートナーである、北ルソン比日協会の理事長カルロス寺岡氏をはじめ、 

バギオ RC、バギオ・サマーキャピタル RC とも更に綿密に連携しながら、法人格を得ましたの

を機に、更に努力致して行きたいと考えておりますので、引き続きお力添え下さることを願い 

申し上げます。 

一般財団法人・比国育英会バギオ基金 会長 前川昭一 
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第 2580 地区バギオ委員会 沖縄会議 

Baguiofund

◇後援ロータリークラブ 

東京福生中央 RC 
東京板橋ｾﾝﾄﾗﾙ RC 
東京小石川 RC  

東京城北 RC 

東京江東 RC   

●バギオ基金へのご協力に感謝いたします 

   2009 年度 11 月～12 月の受入寄付金は、76 件 1,444,500 円でした。 

  2009 年度の寄付金受入額の合計は、129 件 2,969,500 円になります。 

 

平成 21 年 11 月 30 日（月）パシフィックホテル沖縄に於いて、 

沖縄分区・離島の２RC を除く８RC 代表の会員 16 名と東京より 

ロータリー資金奉仕委員長の古宮 PG、委員長の私、財団法人の 

バギオ基金羽鳥副幹事、伴副幹事の４名が参加し、計 20 名で開催

しました。会場には那覇西 RC の松島パストガバナーも元気なお姿

を見せていただき、前川会長の下で頑張る様激励されました。 

第 2580 地区バギオ基金委員会 委員長 斉藤 実 

東京練馬中央 RC  

東京蒲田 RC 
東京武蔵府中 RC 
奈良 RC 
宝塚中 RC  

大原地区委員の司会で進められ、石川沖縄分区ガバナー補佐（ガバナーノミニー）にも挨拶を

いただき、パワーポイントでバギオ基金の歴史について卓話をしました。出席者から活発な質

疑応答があり、改めて育英事業の大切さを感じ、その後の懇親会で親睦を深めました。又、２

月の第 31 回バギオ訪問交流の旅についても東京成田発でなく、沖縄から台湾台北を経由してマ

ニラに行く方法で５名の参加の予約があり、有意義な沖縄会議となりました。 

（一般財団法人比国育英会バギオ基金副会長） 

◇特別感謝状を発行しました （敬称略） 

12/9 豊田正司 東京あすか RC 
第 1 回特別感謝状 

12/17 東京蒲田 RC 
第 4 回特別感謝状 

12/17 野口 広 東京蒲田 RC 
第 1 回特別感謝状 

◇後援者（個人、法人、推薦） 

東京あすか RC 豊田正司 
東京東 RC  

   平戸 譲 上原 忠 

   松村正一 牛込公一郎 

東京城北 RC   渡辺法華 
東京葛飾東 RC  町田武久 
東京神田 RC   清水宣夫 
東京江北 RC   海老沼孝二 
東京練馬西 RC 小原武夫 
東京王子 RC  浅川皓司 
東京臨海 RC  
   入澤昭彦 森山伸男 
   嶋田昭平 髙橋龍司 
   斉藤 実 山田晃久 
京葉鈴木記念財団（鈴木孝行） 

東京西北 RC   岡村 進 

（敬称略） 

東京豊島東 RC 
村中秀朗 新倉康榮 
洪學樑（前川昭一） 

 那覇西 RC   大原 博 
 東京青山 RC  片木瑠璃子 
東京中央 RC   勝屋俊夫 

東京城西 RC   関口昌男 
  栗田武之助 石原彰恭 
東京蒲田 RC   芦田多喜男 

馬場邦明  野口 広 
  村山和雄   鈴木 守 
  酒匂文洋   坂本幸政 
  大岩巌雄   阪田 昭 
  深尾定男   笠原正博 
  荒井喜良  本田康夫 
  安藤日出男 進藤潤二 
  加藤進弘   藤田知孝   

東京蒲田 RC（つづき） 
丸茂 等  菅野谷信宏

井出正彦  山下俊介 
高橋卓孜  相澤政宏 
石子吉雄  青木三郎 

東京港南 RC   小林 栄 
東京西 RC     数原英一郎

東京世田谷南 RC 諏訪尚道 
東京杉並 RC    小林貢人 
東京立川 RC   並木光治 
東京立川こぶし RC 新藤信之 
東京築地 RC   加来浩二 

 京都 RC     菅原信海 
 生野 RC     一宮英樹 

能見洋八郎

 和田山 RC    下村 昇 
 出水 RC     宇津木信孝

●バギオトピックス 

   第 31 回バギオ訪問交流の旅（2010 年 2 月 4 日～7 日の日程で実施）は、まだ人数に余裕が

ありますので、参加ご希望の方はお申込みを受け付けております。 

 

 


