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バギオ基金「創立 40 周年記念プロジェクト」
バギオ基金は 1981 年 9 月 22 日に設立されました。
2009 年 7 月 1 日より「一般財団法人比国育英会バギオ
基金」に衣替えし、一般財団法人になって 13 年目、
2021 年 9 月に創立 40 周年を迎えました。
昨年はコロナ禍で創立記念祝賀会を開催することが
出来ませんでしたので、改めて一年遅れの 2022 年 9 月
8 日木曜日、ホテルニューオータニ（東京都千代田区
紀尾井町）での開催を予定しています。
創立 40 周年記念プロジェクトとして、公益財団法人
格の取得や現地での日本語学校設立などについて、実
行委員会を立ち上げ検討しているところです。また、
日本在住の元留学生達による学友会を作り、ロータリ
ークラブの卓話に呼んで頂いたり、例会に参加し挨拶
してもらったり、バギオ基金の広報活動に協力しても
らうことも企てています。

2016 年 9 月 13 日開催の創立 35 周年記念祝賀会
現地バギオの奨学生と日本への留学生を招いて

亜細亜大学卒業
第 5 期留学生 カルシ・レイン・ルショさん

左：カルシ・レイン・ルショさん

2015 年 7 月に来日し、沖縄の日本語学校で学んだ後、
(学)石川学園専門学校大育で調理師免許を取得し、その後、
2018 年 4 月に東京の亜細亜大学国際関係学部に入学しまし
た。大学生活の後半はコロナ禍で通学することができず、リ
モート授業が続きましたが、無事 2022 年 3 月に卒業が決まり

ました。4 年間成績優秀者が得られる、授業料免除の特待生として学ぶことができました。卒
業後はビヨンドインターナショナル（東京都立川市）で英会話講師として働きますが、将来は
アメリカの大学院で経営学修士を取得したいと思っています。
私は日本で頑張っていた 6 年間を振り返ってみたら、ある先生の言葉を思い出しました。
「鳥は木の枝に心配せずに乗っていられるのは、鳥がその枝の丈夫さを信じているのではな
く、鳥が自分の翼に自信があるからだ」という言葉です。つまり、自分がどこに行っても成功
するためには、その場所の安定に頼るのではなく、自分がどんな状況でも力強く歩むことが大
事だということです。日本での経験のお陰で、どこに行ってもグローバルに活躍できる人にな
りたいと思いました。今の私があるのは、皆様の寛大さのお陰です。心から感謝しています。
本当にありがとうございました。

第 43 回バギオ訪問交流の旅
コロナ禍の中、世界的に経済活動も少しずつ動き始めてまいりました。
この 2 年間延期を余儀なくされておりましたが、2022 年 5 月 12 日(木)～
5 月 15 日(日)の 3 泊 4 日で実施を予定しております。バギオ訪問を通じ
て、家庭訪問や奨学生との交流から世界社会奉仕の意義を感慨深く感じ
取って頂きたいと思います。

バギオ基金の奨学生達

◎ バギオ基金へのご協力に感謝いたします
◇ 受入寄付金額
12 月 24 日～2 月 28 日までの 2 ケ月間の受入寄付金は 107 件 2,026,000 円です。
2021-2022 年度の寄付金受入額の合計は、192 件 4,029,000 円 になりました。
◇

後援ロータリークラブからのご寄付
RC
●東京リバーサイド RC
●東京臨海 RC（2 件）
●東京池袋西

◇

RC
●東京蒲田 RC
●東京サンライズ汐留 RC
●東京臨海東

RC
●青森北東 RC（青森県）
●都留 RC（山梨県）
●東京六本木

後援者（個人）からのご寄付（敬称略）
RC
●東京臨海 RC（つづき）
樺澤 襄
土崎幸恵
櫻田誠一 白幡隆広
●東京板橋 RC
杉浦孝浩 山田晃久
坂野文雄
今 翔乃
田中紘太
●東京小平 RC
尾身治彦 舛本俊介
麻 健
比留間洋一
吉成大樹 斉藤実
岩田敏雄 神田州良
入澤昭彦
森 幸比佐 中里 昭
●東京臨海北斗 RSC
西村剛宗 野村幸男
熊澤健司 関口満博
小川憲利 小野正幸（2 件） 栗山智宏
佐々木榮亨 高木亮教
●那覇西 RC
内野賢一
大城純市
●東京練馬中央 RC
●東京城西 RC
氏家茂美
古屋文隆
●東京練馬西 RC
●東京蒲田 RC
横山晴夫
坂本みな子（坂本幸政）
●東京臨海 RC
●東京西 RC
内海真樹（3 件）
原 昭邦
小松啓祐 秋田將宏
三菱鉛筆（株）
伊佐康暢 今井 博
（数原英一郎）
榎本隆文 佐久間裕章
●東京六本木 RC
佐藤大輔 柴田 剛
淺田豊久（2 件）
須藤宗之助 高橋映治
●盛岡滝ノ沢 RC（岩手県）
寺田雄司 村社研太郎
山口淑子
渡辺真吾 虻川良太郎
●東京東村山

RC（山梨県）
武藤周二 奥秋公大
相川義美 古屋辰夫
小林禎治 日向美徳
坂口充史 井上博之
小俣智義 熊坂栄太郎
天野忠春 小林正道
城之内豪 松本しのぶ
柴田 泰
中村錦蔵
渡辺信彦 瀧本敏勝
保坂鉄也 根津健一
中野健一 佐野龍一
村上秀明 小俣哲夫
京谷直人 堀内富久
越石賢一 米山博光
村松和則 岡山幸市
小林一考 堀内邦彦
堀内慎也 佐藤秀男
●京都西南 RC（京都府）
懸野直樹
●和田山 RC（兵庫県）
小野山真生
● 白崎邦彦（北海道札幌市）
● 前田和寛（福井県）
前田ﾒﾃﾞｨﾘｰﾝ（福井県）
●都留

寄付金受入口座 ： 郵便振替 00130-0-102022
ザイ）ヒコクイクエイカイバギオキキン
三井住友銀行 東京中央支店 普通 8246604 ザイ）ヒコクイクエイカイバギオキキン

「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。
ご希望のロータリークラブは基金事務局までお申し込み下さい。
※zoom で参加させていただくことも可能です。
Baguiofund

