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鳴門ＲＣ創立 60 周年記念式典
4 月 5 日徳島県鳴門 RC の創立 60 周年記念式典にて「バギオ基金」についての話をして
ほしいと依頼があり、前川名誉会長が伺いました。講演後、バギオ基金の維持後援ロータ
リークラブにご加入いただきました。
このたび、貴鳴門ロータリークラブの輝かしき「創立 60 周年記念
式典」に山田戒乗ノミニー含め私ども四名は有り難くもお招きを頂
戴し感謝申し上げます。折しも咲き誇る満開の桜の下、おいしい銘
酒、鳴門鯛での乾杯、富田純弘実行委員長、芝野光会長、福井孝典
幹事さん始め貴クラブあげての一丸となっての心豊かで楽しいおも
てなしに接し、私どもは感謝と深い感銘を受けて帰って参りました。
更に前川昭一バギオ基金名誉会長が遠路東京より馳せ参じ、参加者
一同が見惑う驚異的な若さと簡潔適確な弁舌によりロータリー全般
の概況解説と「比国バギオ基金」の歴史と経緯・現状を誰にも分り
易く解説賜りました事は、まさに錦上に花添えるものでありました
が、貴鳴門ロータリークラブさんがこのバギオ基金への参画を表明
されましたことに対し、私どもは心から敬意を表す次第です。徳島
RC も 5 月 17 日創立 80 周年記念式典があります。
「バギオ基金」を検
討したいと思っています。（徳島 RC 野上繁様お礼状より抜粋）

桜の木の下での式典出席者の記念写真

バギオ基金前川名誉会長基調講演

◎2015 年 2 月 16 日(月) 京王プラザホテル第 2580 ◎2015 年 2 月 25 日(水) グランドプリンス
地区大会 RI 会長代理ご夫妻歓迎晩餐会にて

RI 会長代理台北仁愛 RC 蔡衍榮氏より
バギオ基金坂本会長へ寄付金贈呈

ホテル 第 2750 地区大会本会議にて

坂本ガバナーより
バギオ基金斉藤総務担当副会長へ寄付金贈呈

バギオ基金留学生が大学を卒業しました
3 月 7 日(土) 京都ノートルダム女子大学を優秀な
成績で卒業しました。前川昭一名誉会長はじめバギ
オ基金の役員ならびに関係者とバギオ基金奨学生の
アビゲイルさん・ミアさん・エミリーさんも駆けつ
け、卒業式に参列し祝福してきました。ジョイさん
は愛知県豊橋市で、クリスティンさんは東京で就職
します。これから社会人として頑張って、後輩達の
目標になってください。（バギオ基金 幹事 羽鳥貞雄）

ジョイ・シムシムさん（第 2 期留学生・写真右）と
クリスティン・ワンゲットさん(第 4 期留学生・写真左)

◎バギオ基金からのお知らせ ～今後の予定
第 7 期第 1 回理事会 2015 年 8 月 24 日（月） 17 時 於 弘済会館
第 7 回定時評議員会 2015 年 9 月 14 日（月） 17 時 於 弘済会館

◎バギオ基金へのご協力に感謝いたします
2015 年 3 月～4 月の受入寄付金は、54 件 1,977,000 円です。
2014 年度の寄付金受入額の合計は、247 件 7,477,744 円になりました。
◇ RC 創立周年記念寄付を頂きました
●
●
●
●

3/5
3/9
3/14
4/9

東京大森 RC 創立 50 周年記念寄付
東京江北 RC 創立 55 周年記念寄付
東京板橋ｾﾝﾄﾗﾙ RC 創立 20 周年記念寄付
東京原宿 RC 創立 30 周年記念寄付

◇後援地区からのご寄付

●
●

4/13
4/13
4/14

東京青山 RC 創立 25 周年記念寄付
東京御苑 RC 設立総会記念寄付
鳴門 RC 創立 60 周年記念寄付

◇ 後援ロータリークラブからのご寄付

●国際ロータリー

第 2580 地区地区大会
●国際ロータリー
第 2750 地区地区大会

RC
●東京板橋ｾﾝﾄﾗﾙ RC
●東京御苑 RC
●東京葛飾中央 RC
●東京江北 RC
●東京浅草中央

◇ 後援者（個人、法人、推薦）からのご寄付
RC
折原征一
●東京江戸川 RC
上野 操
●東京葛飾中央 RC
古宮昌幸
●東京神田 RC
清水宣夫
●東京武蔵村山 RC
波多野 稔
栄光商事㈱（波多野稔）
●東京臨海 RC
斉藤 実 酒井教吉
鈴木孝行
●東京豊島東 RC
竹内泰子（竹内哲夫）
●東京荒川

●

RC
●東京青山 RC
●東京恵比寿 RC
●東京八王子 RC
●東京原宿 RC
●東京青梅

●東京港南ﾏﾘｰﾝ

RC

RC
●東京世田谷南 RC
●東京芝 RC
●鳴門 RC（徳島県）
●東京大森

（敬称略）

RC
●福島しんたつ RC（福島県）
竹腰昌明
山田 稔
●東京自由が丘 RC
●富士見 RC（長野県）
宮野力一
細川 強
●東京城西 RC
●岡谷 RC（長野県）
石原彰恭
宮坂宥洪
●東京白金 RC
●諏訪 RC（長野県）
舟木いさ子
小口武男
●東京芝 RC
●諏訪大社 RC（長野県）
武部晃二
菅井 徹
髙山猛英
河村守泰
黒澤明彦
●福井あじさい RC（福井県）
秋山庸一
斉藤進一
前田和寛 前田ﾒﾃﾞｨﾘｰﾝ
木谷 孟
米屋博行
●京都紫竹 RC（京都府）
●東京西南 RC
細見正博
佐久田昌昭
●和田山 RC（兵庫県）
●東京世田谷南 RC
橋本幹夫 松本政信
㈱協同ｴｰｼﾞｪﾝｼｰ（松田力） ●金営 修
●東京調布
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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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