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（東京八王子南 RC）RI 第 2750 地区 P.G.

敗戦後、生き残った日系のカルロス寺岡さん、妹さんの二人は父方の
実家に帰国しました。妹さんは石をぶつけられ、祖父が日本の子どもた
ちを怒ったそうです。中学生だったカルロスさんは、比国に帰る決心を
しました。当時、生き残った父親は、日本へ強制送還、残された子ども
も 72 歳以上です。未だに国籍の無い日系人が千人近くもおりますが、
坂本名誉会長（第 37 回バギオ訪問にて）
彼らの子どもたちは立派に育っていることを知り安心しました。
バギオ基金も今から 39 年前の 1978 年（昭和 53 年）からです。最初に取り組んだのは、東京
城西 RC の故・斎藤資郎氏・個人です。シスター海野に会い、戦後の日系人の子どものことを知
りました。1905 年の避暑地バギオへの道路工事からでは七世の子どももいます。育英のバギオ
基金で教師、教授、弁護士、医師、歯科医師、看護師、通訳、商店主、会社を経営、実業家に
なった人もいます。バギオ基金は永遠です。今までのカルロス寺岡さんの協力に感謝します。

会長・幹事就任ごあいさつ
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多田 宏（東京神田 RC）RI 第 2580 地区 P.G.

この度（2017～2019 年度）当財団の代表理事・会長に就任いたしました
多田 宏でございます。
当財団はおよそ 40 年前にその種が播かれ、先輩ロータリアンの御努力
によって育まれて参りました。その間、世間の状勢は多いに変化し、今で
は当財団の事情はあまり熟知されていない様でありますが、永きに亘って
日本とフィリピン両国の友好、親善の為に大いにその役割を果たしている
世界社会奉仕活動であり、RI 会長も絶賛され我国の外務大臣からも褒賞を
頂戴している活動であります。これも一重に日本のロータリアンの深い御
理解によって達成している事業であり、これからも末永く両国の友好親善
に役立つ奉仕活動でありたいと願っております。全国ロータリアン皆様方
の深い御理解と御支援を切に願う次第であります。
幹事 平塚 隆志（東京蒲田 RC）RI 第 2750 地区
この度、当財団の幹事に就任いたしました平塚でございます。ロータリ
ー歴は 13 年と、まだまだ勉強中でございます。また、バギオ訪問は 10
回ほど参加しておりますが、解らないことがたくさんございます。多田会
長のもと、今後もバギオの子供たちのために、一歩一歩確実に学んでいき
たいと思っておりますので、皆様のご指導、ご協力をお願い致します。

9 月 26 日に開催の第 9 回定時評議員会
及び第 9 期第 2 回理事会にて選任されました。
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石川 正一（那覇西 RC）
佐久間崇源（東京目黒 RC）
斉藤
実（東京臨海 RC）
伴 よし子（東京港南ﾏﾘｰﾝ RC）
平塚 隆志（東京蒲田 RC）

第 9 回臨時評議員会（2017.9.26）

バギオ基金北海道支部設立
バギオ基金北海道支部より北海道地区のロータリークラブへ卓話に呼んで頂きました。4 月
6 日の札幌東 RC に続き、10 月 2 日札幌南 RC へ伺いました。北海道支部は、新たに旭川北 RC
の東堂 明 P.G.（RI 第 2500 地区）にもメンバーに加わって頂き、輪が広がってきました。

札幌南ロータリークラブでの卓話「バギオ基金について」

バギオ基金北海道支部
左より、戸部謙一氏（札幌西 RC）、斉藤実基金副会長、
白崎邦彦氏（札幌東 RC）
、トーキルＤクリステンセン氏
（札幌南ＲＣ）、矢橋潤一郎氏（札幌東ＲＣ）

第 39 回バギオ訪問交流の旅 申し込み受付中です
東京田園調布ロータリークラブの提唱により、平成 30 年 2 月
9 日（金）～12 日（月）の日程で行います。飛行機をチャーター
しますので、定員になり次第締め切ります。参加ご希望の方は、
お早めにバギオ基金事務局までお申し込みください。

◎バギオ基金へのご協力に感謝いたします
2017 年 9 月～10 月の受入寄付金は、33 件 803,000 円です。
2017 年度の寄付金受入額の合計は、55 件 1,589,000 円になりました。
◇ 後援ロータリークラブからのご寄付
●東京葛飾東 RC
●東京武蔵府中 RC
●東京立川 RC
◇ 後援者（個人、法人、推薦）からのご寄付 （敬称略）
●東京ベイ RC
●東京調布むらさき RC
林 茂男
遠藤誠幸 関森正義
●東京葛飾東 RC
田中茂和 杉本一雄
町田武久
菅 哲生 荻本貞臣
●東京北 RC
野澤靖明 松澤 博
㈱ｼｰ･ﾕｰ･ｲｰ研究所
土屋 功
新井七吾
（清水俊一）
小川 滿
渡邊 智
●東京臨海 RC
阿部秀樹 日比生信義
今井 忠
●東京城西 RC
斉藤 実（2 件）
染矢廣美 菊池吉純
●東京臨海東 RC
●東京西南 RC
今西 勇 羽鳥貞雄
本田哲生

●札幌南

RC（北海道）

RC（山梨県）
武藤周二
●札幌東 RC（北海道）
米谷龍三
●札幌南 RC（北海道）
トーキル D クリステンセン
●和田山 RC（兵庫県）
下村 昇
●都留
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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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