2018 年 5 月号

一般財団法人 比国育英会バギオ基金

〒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

第 39 回バギオ訪問交流の旅 訪問報告
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2018 年 2 月 9 日～12 日の 3 泊 4 日で
行われた第 39 回バギオ訪問交流の旅に
は、6 地区の 27RC から 67 名の参加があ
りました。今回、北海道地区からは 3RC
から 4 名が参加されました。
4 月 5 日（木）RI 第 2510 地区札幌東
ロータリークラブの例会内で、今回初
めて参加された矢橋潤一郎氏（バギオ
基金理事）が、
『日系フィリピンの子供
が勉強できるようにバギオへ奨学金を
届けてきました。現地の子供たちと交
流し、実際に奨学生の家庭も訪問して
きました。』と報告しました。
その様子が、4 月 6 日付の北海道新聞
夕刊と 4 月 18 日付の北海道建設新聞に
掲載されています。

4 月 6 日付 北海道新聞夕刊より

バギオ基金第 5 期留学生
学校法人石川学園 専門学校大育調理本科 卒業
2018年3月9日、学校法人石川学園専門学校大育の卒業式が、ヒルトン那覇首里城で行われま
した。バギオ基金第5期生のレイン君とニッキ君が2年間の勉強を修了し卒業しました。
ニッキ君は、沖縄のかりゆしホテルに調理師として就職しました。「4月から社会人として立
派な料理人になります」と卒業の報告とお礼の手紙が届きました。また就労ビザの取得に際し、
農水省の「日本料理海外普及人材育成事業」として認定され、５年間在留が可能となりました。
レイン君は、昨年11月に亜細亜大学国際関
係学部（東京都武蔵野市）の外国人留学生入
試の合格し、4月から東京に進学しています。

学校法人石川学園 専門学校大育 卒業式
石川正一理事長の挨拶

バギオ基金留学生 左からダダンさん、カレンさん、レイン君、
ニッキ君、ジェイエルさん

亜細亜大学 国際関係学部に入学
第5期生のレイン君は、3月24日（土）に沖縄
から東京へ引越し、亜細亜大学の学生寮に入寮
しました。4月1日（日）に入学式があり、大学
生活をスタートしました。
亜細亜大学学生寮（清風寮） 学生寮の部屋にて

◎バギオ基金卓話依頼のお願い

ご希望により卓話に伺います。3 月は以下のクラブへ卓話に伺いました。
3 月 9 日（金）東京田園調布 RC 卓話
ｸﾘｽﾃｨﾝ ｼﾞｮｲ ﾜﾝｹﾞｯﾄさん（第 4 期留学生）
3 月 28 日（水）東京浅草中央 RC 卓話 多田 宏 会長

◎ロータリーの友 5 月号
『フィリピンの将来を担う若者を支援』として、以下の記事を掲載しています。
子どもたちの輝くまなざしを ～（バギオ基金会長 多田 宏）
子連れバギオ訪問記 ～（東京臨海 RC 飯塚憲貴）
貧困の連鎖を断ち切るチャンスを子どもたちに ～（飯塚会員子女 飯塚優莉菜）
バギオ基金の記事が掲載されています。
◎会議の予定
2018 年 4 月 27 日（金）
2018 年 5 月 25 日（金）

第 9 期第 3 回理事会
第 9 回臨時評議員会

16 時～18 時
16 時～18 時

弘済会館
弘済会館

◎バギオ基金へのご協力に感謝いたします
2018 年 3 月～4 月の受入寄付金は、38 件 1,282,016 円です。
2017 年度の寄付金受入額の合計は、235 件 5,308,700 円になりました。
◇ 後援ロータリークラブからのご寄付
◇ 後援地区からのご寄付
●RI 第 2750 地区 地区大会実行委員会
●東京杉並 RC
●東京浅草中央 RC
●札幌東 RC
（北海道）◇ RC 創立周年記念寄付をいただきました。
●東京港南ﾏﾘｰﾝ RC
●4/19 東京港南ﾏﾘｰﾝ RC 創立 45 周年記念寄付
●東京芝 RC
●4/23 東京杉並 RC 創立 30 周年記念寄付
◇ 後援者（個人、法人）からのご寄付（敬称略）
RC
海老沼孝二
高橋史郎
●東京臨海 RC
斉藤 実
井上晴貴
㈶京葉鈴木記念財団
（鈴木孝行）
●東京臨海東 RC
羽鳥貞雄
●東京豊島東 RC
竹内哲夫
●那覇西 RC
比嘉広明
●東京江北

RC
森川 暁
●東京世田谷南 RC
㈱協同ｴｰｼﾞｪﾝｼｰ
（松田 力）
●東京芝 RC
斉藤進一
武部晃二
菅井 徹
米屋博行
●東京山の手 RC
末松尚武
●東京原宿

●福島しんたつ RC（福島県）
第 2750 地区
山田 稔
バギオ基金委員会
伴よし子（東京港南ﾏﾘｰﾝ） ●岡谷 RC（長野県）
宮坂宥洪
千葉孝良（東京狛江）
●諏訪湖 RC（長野県）
井上喜一朗（東京芝）
小室たけし（東京品川中央） 渡辺芳紀
●和田山 RC（兵庫県）
本田哲生（東京西南）
小野山真生
森田貢士（東京八王子南）
中里芳治（東京国立白うめ） 松本政信
河島邦洋
●札幌東 RC（北海道）
橋本幹夫
青木功喜
●福岡西 RC（福岡県）
●釧路 RC（北海道）
廣畑富雄
小船井修一
●RI
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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。
Baguiofund

