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バギオ基金は設立 35 周年を迎えます。
2016 年 9 月 13 日火曜日、ホテルニューオータニにて、
創立 35 周年記念祝賀会を開催いたします。
一般財団法人となり 8 年目です。奨学生の数も 3,400
名を超え、受入留学生も 6 月に第 6 期生 3 名が来日し、
合計 14 名になりました。寄付金額も少しずつ増えてきま

第 37 回バギオ訪問（2016 年 2 月）
奨学金の贈呈式であいさつする坂本会長

した。今後ともロータリアンとして比国における育英事業・奉仕活動のために頑張りましょう。
この事業は、ご支援・ご協力いただいている皆様のおかげだと感謝申し上げています。
私は体調を崩し、理事会・評議員会を欠席し、前川名誉会長・業務執行理事の 4 人の副会長を
はじめ、役員の皆様にお世話になりありがとうございます。バギオの日系の子どもたちは、やは
り恵まれていません。これからもバギオの奨学生のためによろしくお願いします。

第 6 期留学生 バギオでの日本語研修の様子

―現地日本語講師 小国秀宣さんからの報告より

houkooku
6 月に来日をしたバギオ基金第 6 期留学生は、バギオで日本語能力試験
4 級レベルの勉強を
しながら、プレゼンテーションを通じて発言する練習もしていました。5
月の授業では、
「フィ
oku
リピン料理」の作り方について、それぞれ日本語で発表したようです。
カレンさんは、
「トロン」とうバナナやジャックフルーツ・サツマイモを春巻きで包み、油で
揚げるおやつのような食べ物を発表し、ダダンさんは「kill me softly」などの意味がある「ピ
ニクピカン」というシンプルな鶏料理の発表でした。鶏の羽毛をはがし内臓を出して棒で叩い
て肉をソフトに美味しくし、1 時間ほど煮込むそうです。様々な儀礼にも供えられるものだそ
うです。ジェイエルさんはポピュラーな「ピナクベット」という野菜がたくさん入った料理で
した。今後の日本での生活に役立つように、机上の勉強だけでなく、学生たちが話したいこと
を発言できる機会もつくり指導して頂きました。

「トロン」を発表するカレンさん

「ピニクピカン」を発表するダダンさん

「ピナクベット」を発表するジェイエルさん

愛知県で正看護師として働く留学生 ― ジョイ・シムシムさん（第 2 期留学生）
バギオ基金の第 2 期留学生である
ジョイ・シムシムさんは、経済連携
協定におけるフィリピン人看護師
試験候補者として 2015 年 4 月より
勉学に励み、2016 年 3 月に正看護
師試験に合格できました。愛知県の
医療法人さわらび会 福祉村病院よ
り、その努力と栄誉を讃えられ、表
彰されました。
勤務先の福祉村病院前で

正看護師国家試験 合格証書

◎バギオ基金へのご協力に感謝いたします
2016 年 5 月～6 月受入寄付金は、47 件 2,532,000 円です。
2015 年度の寄付金受入額の合計は、356 件 10,174,614 円になりました。
◇ 後援ロータリークラブからのご寄付
RC
●東京北 RC
●東京新宿 RC
●東京西北 RC
●東京上野 RC
●東京足立

RC
●東京八王子南 RC
●東京新橋 RC
●東京飛火野 RC
●那覇東

◇ 後援地区からのご寄付
●RI 第 2580 地区 2015-16 地区大会記念寄付
●RI 第 2670 地区 地区大会記念寄付
◇ RC 創立周年記念寄付を頂きました
●5/18 那覇東 RC 創立 50 周年記念寄付
●5/27 東京八王子南 RC 創立 30 周年記念寄付

◇ 後援者（個人、法人、推薦）からのご寄付 （敬称略）
●東京臨海東 RC
●東京荒川 RC
羽鳥貞雄 今西 勇
折原征一
中川 剛
●東京板橋 RC
●東京西北 RC
高山精雄 浅沼弘一
鴇 晃秀
鈴木義政
●東京豊島東 RC
●東京神田 RC
竹内哲夫
宇都宮鐡彦
●コザ RC（沖縄県）
●東京東大和 RC
島袋良夫
浦川哲男
●東京田園調布 RC
●東京練馬中央 RC
飯田和彦
西尾千春
氏家茂美
●東京恵比寿 RC
●東京臨海 RC
谷 静子
㈶京葉鈴木記念財団
●東京城西 RC
（鈴木孝行）
小暮元一郎 根本信男
斉藤 実
須藤宗之助
小貫員義
熊野隆喜
鈴木孝行 入澤昭彦
●東京西 RC
池田彰孝

RC
志村利政
●東京世田谷 RC
鈴木正貢 村田英憲
●東京立川 RC
並木浩治
●札幌西 RC（北海道）
戸部謙一
●京都西南 RC（京都府）
佐伯希彦
●和田山 RC（兵庫県）
三浦治郎 熊田春基
●大分城西 RC（大分県）
木下光一
●鹿屋 RC（鹿児島県）
田中俊實
●東京西南
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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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