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バギオ基金 会長 前川 昭一

明けましておめでとうございます。
今年の日本は、政権が替わり安倍さんが総理になられて少し明るさが見
えた事はご同慶の至りです。為替レートも１＄が８５円台になり、日本の
製品も輸出しやすくなりましたし、日経平均株価も１万円を超えました。
しかし、日本のロータリーの実情は明るいとは申せません。第一日本のロータリーの会員
は減る一方で、なかなか会員の増強が出来ません。世界全体では会員が増えているのに、日
本では増えません。どうしたら良いのでしょう。それは原点に返って各ロータリークラブが
魅力あるクラブになる事しかないでしょう。
RI は会員増強を要求し、特に日本には強く求めます。私はかつて RI の会員増強のために、
第２ゾーンを代表して RRIMC という役目を仰せつかった事がありました。第２ゾーンは９
つの地区から成り、そこにはゾーンの会員増強を管轄するゾーンコーディネーターがいたの
ですが、その上に屋上屋を重ねてゾーンコーディネーターを含めて指導するリージョナルコ
ーディネーター（RRIMC）というポストを作り、第２ゾーンから私が選ばれた訳です。そ
して RI の本部へ RRIMC は３日間勉強に召集されて、会員増強の勉強をするのです。しか
し、私は会員増強をするにはよりクラブを魅力的なものにすれば良いので、こんなポストは
要らないと RI 本部で言い、３年の任期の RRIMC を２年で辞めてしまいました。そして後
任を現在 RI 理事をしている松宮剛さんにやってもらいました。
会員増強は魅力あるクラブ作りから。正にこれはロータリーの正道でしょう。
その為にどうすれば良いのでしょう。我々ロータリアンは原点に戻って、クラブの親睦と奉
仕を強化する事です。私は奉仕活動の中で、我々がやっているバギオ基金の活動はすばらし
い奉仕活動であり、これこそロータリーがやるべき、また、ロータリーしかできない奉仕活
動だと考えています。我々は誇りを持ってこの奉仕活動を推進しようではありませんか。
それはクラブの魅力作りになる事であり、クラブの活性化に役立つ事です。会員も増強され
るでしょう。

謹賀新年

バギオ基金 幹事 佐久田 昌昭

明けましてお目出度うございます。“日本語は最も洗練された言語であ
る”と云われて来たが、これには賛同したい日本教信者と自称している。
しかしバギオ基金の留学生制度では、この延長線上に「漢字を習得するに
は、、、？」の難問が浮上してたじろいでいる。比島からの留学生にとって、
話し言葉は慣れ易く、発音は単純で抑揚も簡単である。しかし「漢字・チャイニーズキャラ
クター」となると大変だ。
「山・川・人・・・」迄はいいとしても画数が２桁の漢字には“て
こずる”
“気分が萎える”のが通例のパターンである。専門家に一工夫お願したいところだが、
長期間の「繰返し」と短期間の「集中」しかないだろうと思うが如何だろうか？
遥か半世紀以上の昔話になるが、先の大戦中「短期集中教育」を北米の大学で受講し、対
日（現地）諜報戦のトップに昇りつめた退役米軍人の一人がしみじみと語った。
“あの時は敵
性語（日本語）しか許されぬ 24 時間合宿の一年間だった。若い血気盛りの仲間でも自殺者が
出た位の猛訓練だったが、、、、”と薩摩弁（さつま言葉）で喋ったことを思い出す。壁には
墨跡鮮やかな“西郷南州翁”の詩が掲げてあった。「敬天愛人」と題までは何とかだったが、

文盲無学の若輩の己は、その漢詩本文が読めず大恥をかいた。半日の交遊後、彼が最後に発
した言葉は“日本に帰って勉強し直して又必ず我が家へいらっしゃい。歓迎します。その時
は標準語（普通語）で会話しましょう”とこれ又薩摩弁でささやいたことで白旗を上げて辞
去。その後半世紀、言葉学習法を勉強しないままの自省の自分は、フィリピン―特に文化程
度の比較的高い北ルソン・バギオ近辺の日本語教育、漢字基礎教育は如何にあるべきか？専
門家初諸兄の御教示・御指導をいただきたいところである。如何であろうか？新年早々の設
問で恐縮ですが、ご容赦を期待して一筆啓上する次第である。

◎バギオ基金からのお知らせ
○第 34 回バギオ訪問交流の旅は 22RC より 43 名のお申し込みを頂き、
一次締切としました。

今回も多くのロータリアンにご参加頂き感謝申し上げます。
4 期留学生のクリスティンさんが日本語能力試験１級に合格し、４月から
京都ノートルダム女子大学に編入学出来る事になりました。少しずつですが成果があら
われてきているので、これからも応援したいと思います。 斉藤 実（バギオ基金副会長）

○バギオ基金第

◎バギオ基金へのご協力に感謝いたします
2012 年 11～12 月の受入寄付金は、65 件 1,369,000 円です。
2012 年度の寄付金受入額の合計は、111 件 2,314,000 円になりました。
◇ 特別感謝状を発行しました
●11/13 波多野稔 様 (東京武蔵村山)
●11/12 東京豊島東 RC
第 1 回特別感謝状
第 21 回特別感謝状
●12/12 羽鳥貞雄 様 (東京臨海東)
●11/13 東京武蔵村山 RC
第 1 回特別感謝状
第 1 回特別感謝状
●12/4 東京蒲田ＲＣ
第 5 回特別感謝状
◇ 後援ロータリークラブからのご寄付
●東京八王子南 RC
●盛岡滝ノ沢 RC（岩手県）
●堺フラワーRC（大阪府）
●東京蒲田 RC
●都留 RC（山梨県）
◇ 後援者（個人、法人、推薦）からのご寄付
●東京ベイ RC
●東京練馬西 RC
林 茂男
小原武夫
●東京江戸川 RC
●東京臨海 RC
金子栄一
鈴木孝行
●東京東 RC
斉藤 実
杉田美晴
●東京臨海東 RC
上原 忠
羽鳥貞雄
●東京東江戸川 RC ●東京西北 RC
鈴木冨士雄
岡村 進
●東京東大和 RC
●東京豊島東 RC
鳩貝次男
滝澤 宏
●東京葛飾東 RC
村中秀朗
市野久雄
新倉康榮
町田武久
西島貞枝
●東京小平 RC
●那覇西 RC
西村年博
大原 博
加藤明義
●東京青山 RC
●東京武蔵村山 RC
片木瑠璃子
波多野稔

（敬称略）

RC
●東京西南 RC
渡辺和義
茂木 信 佐久田昌昭
●東京調布 RC
●東京蒲田 RC
竹腰昌明
野口 広
高橋卓孜
●東京八王子南 RC
酒匂文洋
坂本幸政
坂本俊雄
深尾定男
笠原正博
●東京原宿 RC
伴 良二
安藤日出男
森川 暁
加藤進弘
瀬戸秀彦
●東京城西 RC
菅野谷信宏 馬場邦明
石原彰恭
石子吉雄
海老澤克昌
栗田武之助
本田康夫
前場 弘
●東京西 RC
阪田 昭
井出正彦
原 昭邦
鈴木 守
平塚隆志
●東京杉並 RC
藤田知孝
山下俊介
尾崎政雄
●都留 RC（山梨県）
●東京築地 RC
武藤周二
佐藤秀男
加来浩二
●敦賀 RC（福井県）
●網走 RC
（北海道）
山本 等
神谷保男
藤田正文
●東京昭島

※「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
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