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２０１０－２０１１年度の国際ロータリーのテーマー
は「地域を育み、大陸をつなぐ」です。我々バギオ基金の
奉仕活動も、この趣旨に沿った国際奉仕です。
私は何時も思うのですが、一口に国際奉仕といっても、
「ロータリーらしい活動」と、
「ロータリーでなくても、
他の団体でもできる活動」とがあると・・・。我々ロータ
リアンはロータリーでしか出来ない奉仕活動をすべきだ
と思います。もっと言うなれば他の団体でやっている類の

第 31 回バギオ訪問(2010 年 2 月)
奨学生との交歓会

奉仕活動はその団体に任せておけばよいのです。この考え方は決議２３－３４にはっきり書い
ています。私は最近あちこちのロータリーの会合で言うのですが、ロータリーの奉仕活動の委
員会も一度皆で今流行りの“仕分け”して、マンネリズムで名前だけの委員会はやめるか力を
抜いて、本当に『ロータリーでしかできない委員会』に力を入れたら良いと思います。
翻って我がバギオ基金はどうでしょう、これぞ正に『ロータリーでしかできない奉仕活動』
だと思います。先の太平洋戦争では、６０万人の日本軍がフィリッピンに進出しました。当時
のフィリッピンの人々にとっては、大変な事件であった筈ですが、これは日米両軍の戦争にな
り両国の軍人始め大勢の民衆は命をなくしました。日本軍の敗色が濃くなったバギオでは、日
系フィリッピン人が日本軍に協力して、米軍とフィリッピン人を敵に回したわけです
日本軍が戦争に負けてからは、日系フィリッピン人はバギオの山中に逃げ込み息をころした
生活を強いられました。その人たちを日本人のシスター海野が救出してバギオの町に定住させ
初等教育を受ける機会を与えたのです。ご存じの様にバギオ基金はそれらの日系人の子弟に奨
学金を出してすでに３０１９名が高校や大学を卒業したのです。留学生も７名受け入れました。
これら日系人には、日本政府も特定の外国人だけを
援助できませんし、フィリッピン政府もかつての敵に
手を差し伸べないのです。とすれば我々バギオ基金し
かこの不幸な日系フィリッピン人を救う者はいない
のです。ロータリーはこの様な国際奉仕をすべきでし
ょう。我々は日本人ロータリアンとして誇りを持って
この奉仕活動を続けてゆく積りです。ご理解とご協
シスター海野の永眠の地・バギオ

力・ご援助をよろしくお願いいたします。

バギオ留学生が G.S.E メンバーを病院案内

顧 問 神谷 保男
(第 2650 地区 P.D.G 敦賀 RC)

この度(2010 年 4 月)、R.I 第 2650 地区の毎年の活動の
一つとしている G.S.E（GroupStudyExchange:ロータリー
財団プログラム）がフィリッピンから来日しました。
メンバーは薬剤師（女性）を団長とし、医師（女性）、中
学校教師（女性）小学校校長（男性）、医療技術士（男性）
の 5 名であったため、先づ泉ヶ丘病院を見学して貰うこ
とになり、2 時間 30 分の時間をかけて院内 12 部門を廻っ
て頂きました。その際 5 名のバギオ留学生に各部門の説

G.S.E.メンバーとバギオ留学生

明を行って頂くこととし、各部門を 5 分間～10 分間宛を
予め当方で作った英語説明文を読み上げて貰いました。
G.S.E のメンバーも比国同志のため、言語もよく通じ合い
大変好評でした。質問も若干あり答えて貰いました。医
療従事者として留学生たちも誇らしく感じたようです。
また、G.S.E メンバーと共に、曹洞宗本山永平寺に参詣
し、厳粛な座禅修行も体験し日本文化の神髄に触れるこ
泉ヶ丘病院の見学

◎バギオトピックス

とができました。

○2010 年 5 月 20 日（木）の福井新聞にバギオ基金とバギオ基金留学生に関する記事が掲載さ
れ、地元敦賀 RC の協力による成果と紹介されました。
○2010 年 6 月 14 日（月）第 2580 地区バギオ基金委員会新旧引継ぎ懇親会及び勉強会が開催さ
れました。

◎バギオ基金へのご協力に感謝いたします
2009 年度 5 月～6 月の受入寄付金は、66 件 1,858,704 円でした。
2009 年度の寄付金受入額の合計は、289 件 7,275,940 円になります。
◇ＲＣ創立周年記念寄付を頂きました
◇特別感謝状を発行しました（敬称略）
5/27 東京東久留米 RC 創立 40 周年記念寄付 6/25 鈴木孝行 東京臨海 RC 第 3 回特別感謝状
6/25 東京臨海 RC
第 17 回特別感謝状
◇後援ロータリークラブ
東京浅草中央 RC
東京葛飾中央 RC
東京向島 RC
東京飛火野 RC
東京東久留米 RC
東京北 RC
東京豊島東 RC
志摩 RC
東京本郷 RC
東京後楽 RC
東京新橋 RC
豊岡 RC
（敬称略）
◇後援者（個人、法人、推薦）
東京浅草中央 RC 上原洋一 東京豊島東 RC
札幌西 RC 戸部謙一
竹内泰子（竹内哲夫）
東京ベイ RC 下田治雄
高崎 RC 村山幸雄 市川豊行
那覇南 RC 長嶺浩治
東京東 RC 古宮誠一
敦賀 RC 道永弘夫
那覇西 RC 安里文雄
東京板橋 RC 坂野文雄
和田山 RC 松本政信
高山精雄 鈴木義政 浅沼弘一 東京昭島 RC 倉田謙司 渡辺和義 三浦治郎 福井美樹男
東京城西 RC 鏑木 享
東京葛飾中央 RC
鹿児島ｻｻﾞﾝｳｨﾝﾄﾞ RC 福石堅郎
小貫員義 根本信男 田倉 整
内山源蔵 杉浦英子
平田宗興 池田耕夫 川原篤雄
熊野隆喜 小暮元一郎
東京神田 RC 宇都宮鐡彦
小山田吉治 右田省二
東京北 RC 知久祝康 升本逸夫 東京京浜 RC 今西駿太郎
森山隆治 南 幸弘 西 孝一
東京世田谷 RC 鈴木正貢
東京練馬西 RC 髙畑 敏
永田優治 横山武博
村田英憲 妻鹿健次郎
東京臨海 RC 鈴木孝行
鹿屋 RC 田中俊實
東京杉並 RC 向 海男
寺本サキ（斉藤 実）
Baguiofund
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