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前 川 昭 一(2580 地区)
佐久田昌昭（2750 地区）

那覇西 RC
松 島 寛 容
RI 第 2580 地区パストガバナー

私がバギオに最初に行ったのは、21 年前 1991 年（平成 3 年）の秋
の事で、D2750 の方々のお誘いで参加しました。一行は、20 名内外
の団体でしたが、私共の地区からは私一人だったと思います。
私は、当時ガバナーノミニーに補されていました。当時フィリピン
では不穏の空気があり、日本人の団体を車ごと拉致してパスポートや
金銭を奪う事件が頻発していました。マニラに一泊してバギオへ向う
早朝、我々の乗るバスにフィリピン軍の将校１人と兵士数名が同乗し
ていました。これは日系３世のフエリザルド・タナベという退役陸軍
少将の肝入りだとの事でした。このお方はフィリピン正規の軍人で、最後は首都防衛司令
官をつとめた方だとの事でした。お陰でツアーは無事終了しました。戦争の後遺症でこん
な事もあったのです。
マニラ市内にリサール公園（Rizal Park）というのがあります。マニラ湾に面した立派な公
園です。ホセ･リサール（Jose Rizal）と言う人はフィリピンの誇る国家的人物で、世界でも顕
彰されている方で、日本でも日比谷公園に碑が立てられて居るという事です。その公園の一
角にジャパニーズ・ガーデンがあり、日本の資金が提供されているとの事でした。そこに日
本の髙山右近の碑が立っております。髙山右近は、織田・豊臣時代のキリシタン大名で、日
本では異教徒としての弾圧にあって、慶長 19 年（1614 年）一族郎党 45 名でフィリピンに亡
命をして来ました。マニラでは、彼等を大変な歓迎で迎えたといわれております。
私がその碑の前に立っておりますと、初老の二人の男が寄って来て、
「君は日本から来たの
か」といいます。「そうだ」と答えますと、「我々は髙山右近ゆかりの者で、毎日散歩に来て
この碑の前で引き返す事にしている」と言っていました。日本という国を誇りに思い、ノス
タルジヤーを抱いて暮す日系人がバギオにもマニラにも居る事に思いを馳せますと、何か感
ずる事がある様に思われませんか。

リサール公園（フィリピン・マニラ市）

第 34 回バギオ訪問の旅 ～ 2013 年 2 月 8 日（金）～12 日（火）の 4 泊 5 日で実施します
募集開始 10 月 1 日 第 1 次締切 12 月末 定員 50 名 詳細は事務局までお問い合わせください。
2/8 東京発 9：30 マニラ着 13：35

専用バスにてクラークへ
ホテルにて夕食会（ﾌｨﾘﾋﾟﾝ日本大使館来賓） ﾎﾘﾃﾞｨｲﾝｸﾗｰｸ泊
2/9 クラーク発 8：00 バギオ着 12：00 専用バスにてバギオへ
奨学金贈呈式、奨学生との昼食会
家庭訪問、自由視察等選択
ﾊﾞｷﾞｵｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ泊
2/10 バギオ滞在 シスター海野墓参り･展望台見学、バギオ市内観光、ゴルフ、その他ｵﾌﾟｼｮﾅﾙﾂｱｰ選択
夕食:バギオ RC、バギオサマーキャピタル RC の合同例会に出席 ﾊﾞｷﾞｵｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ泊
2/11 バギオ発 9：00 マニラ着 17：00 途中寺岡農場にて昼食、
マニラにてサヨナラ 夕食会
ﾏﾆﾗ ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞﾎﾃﾙ泊
2/12 マニラ発 14：30 東京着 19：55 出発までマニラ市内観光他

◎バギオ基金からのお知らせ
5 月 14 日に弘済会館にて第 3 期臨時評議員会を開催しました。評議員･理事他 52 名の
ご出席を得て、2012 年度の事業計画及び予算案についてご承認をいただきました。

◎バギオ基金へのご協力に感謝いたします
2012 年 5～6 月の受入寄付金は、47 件 4,587,975 円です。
2011 年度の寄付金受入額の合計は、264 件 6,347,975 円になりました。
◇ 後援ロータリークラブからのご寄付
東京東大和 RC 東京葛飾東 RC 東京北 RC
東京新橋 RC
東京飛火野 RC 札幌 RC
◇ RC 創立周年記念寄付を頂きました
5/24 東京葛飾東 RC 創立 40 周年記念寄付
6/21 那覇西 RC
創立 50 周年記念寄付
6/27 東京東大和 RC 創立 40 周年記念寄付
◇ 後援者（個人、法人、推薦）からのご寄付
東京荒川 RC
髙田秀寿
東京浅草中央 RC 上原洋一
東京板橋 RC
浅沼弘一
高山精雄
東京神田 RC 宇都宮鐡彦
東京北 RC
知久祝康
前川明彦
東京王子 RC
浅川皓司
東京臨海 RC
平澤 弘
斉藤 実
京葉鈴木記念財団（鈴木孝行）
東京臨海 RC 有志一同

東京豊島東 RC

東京豊島東 RC
河口湖 RC

宜野湾 RC
豊岡 RC

那覇西 RC

（敬称略）

東京城西 RC

小貫員義
小暮元一郎
東京西 RC
池田彰孝
東京西南 RC
岩崎満夫
志村利政
佐久田昌昭
東京世田谷 RC 本田正信
鈴木正貢
村田英憲
東京芝 RC
金沢剛喜
秋山庸一
東京築地 RC
三好 徹

東京杉並 RC
大生工業㈱（向 海男）
札幌 RC
古野重幸
松本脩三
寺岡ﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ㈱（古野重幸）

札幌西 RC
敦賀 RC
和田山 RC

戸部謙一
大北 稔
石本武司
小山克志
三浦治郎
熊田春基
大分城西 RC 木下光一

島田謙司

※「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。
※ バギオ基金寄付金受入口座
郵便振替 00130-0-102022
三井住友銀行 東京中央支店 普通 8246604

Baguiofund

