
平成 28 年 4 月 21 日（木）国際ロータリー第 2680 

総務担当副会長 斉藤 実 

平成 28 年 4 月 15 日（金）ホテル日航那覇グランド

キャッスル「首里の間」において、学校法人石川学園 大

育専門学校 調理本科の入学式が、那覇市長 城間幹子

様はじめ多くのご来賓のご出席のなか挙行されまし

た。経理実務、歯科衛生、調理、理容･美容、会計シス

テム本科など含め新入生 200 名近くとまた父兄も多く

参加されており盛大な入学式でした。新入生の中の留

学生という事で、壇上に上がりレイン君が挨拶をし、

「ロータリークラブの皆様のおかげで勉強できる事に

感謝しています」とお礼を述べました。 

斉藤副会長による卓話 

挨拶をするレイン君 

第 5期留学生（レイン君・ニッキ君）入学式 

式典後（左より石川副会長御子息、斉藤副会長、 
レイン君、ニッキ君、石川副会長、野口副会長） 

兵庫県 和田山ロータリークラブ卓話訪問 
副会長  野口 広 

前列 宮垣様令夫人・御令嬢、 
後列 橋本 RC 会員･斉藤副会長･小山 RC 会長･野口副会長 

お墓参り 

地区和田山ロータリークラブへ伺いました。バギオ訪問で、毎年雪の中を歩き駅へゴム長靴を預

けて、関西空港からマニラへ着き訪問団と合流する橋本幹夫会員の要請で、斉藤副会長の卓話に

同行しました。このクラブには、バギオで戦争に参加した陸軍士官学校出身の宮垣俊美会員が所

属していました。昨年亡くなられましたが、生前、指導を受け「ロータリーの友」誌に掲載した

私の記事を丹念に読んで下さり、ハガキで感想を頂いた大変恩義のある方でしたので、墓参りも

兼ねていました。和田山市は竹田城（天空の城）で有名な山村の田園都市です。22 名の会員で

立派な例会運営をやっていました。斉藤副会長はパワーポイントを使用し、バギオ基金の生い立

ち・背景・現在にいたるまでを丁寧に説明されました。また、亡き宮垣会員の奥様、お嬢様も例

会に出席され聞いてくださったことは感動しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年 5月号 Vol.54 

会長 坂 本 俊 雄(2750地区) 

幹事 羽 鳥 貞 雄（2580地区） 

〒160-0004 東京都新宿区四谷 1-9 新盛ビル 5F 

TEL03-5367-1937  FAX03-5367-1938  

E-mail baguiofund@eos.ocn.ne.jp  http://www.baguiofund.or.jp 

過去のバギオだより ⇒  http://www.baguiofund.or.jp/baguio7.html 

一般財団法人 比国育英会バギオ基金 

mailto:baguiofund@eos.ocn.ne.jp
http://www.baguiofund.or.jp/


Baguiofund    

◎バギオ基金へのご協力に感謝いたします                                                                                                                                                                                                                   
    2016年 3月～4月受入寄付金は、80件 1,855,000円です。 

    2015年度の寄付金受入額の合計は、309件 7,642,614円になりました。 

 ◇ 後援ロータリークラブからのご寄付 
●東京江東 RC 

●東京御苑 RC 

●東京武蔵野 RC 

●東京武蔵野中央 RC 

●東京リバーサイド RC 

 ◇ 後援者（個人、法人、推薦）からのご寄付 （敬称略） 

●東京神田 RC 

  清水宣夫  

●東京江北 RC 

  鈴木 喬 

●東京江東 RC 

  伊藤三千男  

●東京東大和 RC 

  本荘 修 

●東京武蔵村山 RC 

  波多野 稔 

  栄光商事㈱（波多野稔） 

●東京武蔵野 RC 

  三澤建美 

●東京練馬中央 RC 

  市河久和  

●東京臨海 RC 

  斉藤 実 鈴木孝行 

●東京豊島東 RC 

  竹内泰子（竹内哲夫） 

●那覇西 RC 

  石川正一 

 

 

●東京青山 RC 

  ㈲豊和商事（片木瑠璃子） 

  ㈱日洋航空（金澤拓平） 

  今井一郎 川邊潤一郎 

  矢島嗣久 京谷政富 

  池田昭宏 

●東京八王子北 RC 

  太田 優 

●東京世田谷南 RC 

 ㈱協同ｴｰｼﾞｪﾝｼｰ（松田力） 

●福島しんたつ（福島県） 

  山田 稔 

●岡谷 RC（長野県） 

  宮坂宥洪 

●諏訪湖 RC（長野県） 

  渡辺芳紀 

●和田山 RC（兵庫県） 

  河島邦洋 宮垣弥栄子 

●福岡西 RC（福岡県） 

  廣畑富雄 

●延岡 RC（宮崎県） 

  田村智英 

 

  

●東京芝 RC 

  武部晃二 河村守泰 

  斉藤進一 菅井 徹 

  木谷 孟 

●東京田園調布 RC 

  八野光俊  尾曽利夫 

川﨑宏子  鈴木昌臣 

  鈴木 勝   醍醐 徹 

  天明信治  長久保定良 

  長久保光正 堀米恵美子 

  青木久寛  阿部 剛 

  荒井路子  伊賀 崇 

  石井敬治  石山敏昭 

  上野 哲  大場英一 

  落合國男  北川正訓 

  北見公秀  小島浩二郎 

   鈴木陽一  関 雅雄 

  高瀬敏夫  高橋弘樹 

  田口廣康  田中輝次 

  冨倉 進  中山芳瑛 

  長久保純一 長久保伸一 

  蓮池 攻  林 俊夫 

  森部和彦  横山宗祐 

寄付金受入口座 ： 郵便振替 00130-0-102022  ｻﾞｲ)ﾋｺｸｲｸｴｲｶｲﾊﾞｷﾞｵｷｷﾝ 

三井住友銀行 東京中央支店 普通 8246604 ｲｯﾊﾟﾝｻﾞｲﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ ﾋｺｸｲｸｴｲｶｲﾊﾞｷﾞｵｷｷﾝ  
 

◎今後の予定 
  2016年 8月 22日（月） 第 8期第 1回理事会 17時より 於 弘済会館 

   2016年 9月 13日（火）  創立 35周年記念祝賀会 於 ホテルニューオータニ 

2016年 9月 27日（火） 第 8回定時評議員会 17時より 於 弘済会館 

「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。 
 

 

 

●東京臨海東 RC 

●東京調布 RC 

●東京芝 RC 

●東京世田谷南 RC 

◇ RC 創立周年記念寄付を頂きました 

 ● 3/7 東京臨海東RC創立20周年記念寄付 

● 3/23 東京御苑 RC 創立 1周年記念寄付 

◇ 後援地区からのご寄付 

●RI第2750地区 地区大会実行委員会 

看護師国家試験に合格 
第 2期留学生（ジョイ・シムシムさん） 

2016 年 3 月に、第 105 回看護師国家試験の結果発表があり、

第 2 期留学生のジョイ・シムシムさん（2015 年 3 月京都ノー

トルダム女子大学卒業）が合格しました。バギオ基金留学生と

しての合格は初めてであり、勤務先である愛知県豊橋市の病院

では、すでに正看護師としての仕事をしているそうです。 

  

 

名古屋城北 R.C.創立 30 周年記念祝賀会に 
参加～ジョイ・シムシムさん（右から 2 番目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


