
〇「第４４回バギオ訪問チャリティゴルフコンペ」 
 

〇第 44回バギオ訪問交流の旅 
 

過去のバギオだより⇒ http://www.baguiofund.or.jp/favorite.html 

今年は 41名の参加でバギオを訪問しました。マニラ空港と高速道路が繋がったので、2台

のバスで一路バギオへ。日本を早朝に出発しバギオへ着いたのが午後 8時近かったのでやはり

疲れました。砂利道も舗装され少し早くなったとはいえ、例年通り、途中クラーク辺りで１泊

してからバギオへ向かった方が良いという意見も多かったようです。次年度はバギオ基金の提

唱ではなく、どこかのロータリークラブが提唱し主体となって実施してほしいです。 

 アボンでの奨学金贈呈式、子供たちの家庭訪問、チャリティゴルフ、市内観光、近隣の小学

校（カントリークラブエレメンタルカレッジ）への寄付、奨学生や姉妹ロータリークラブとの

交流夕食会、シスター海野さんの墓参り、展望台見学、バーバラスレストランでの在フィリピ

ン日本大使館 松田賢一次席公使、牧野秀樹参事官をお迎えしての夕食会など、ハードなスケ

ジュールをこなし全員無事帰国しました。         （バギオ基金副会長 斉藤実） 

 

今回、コンペ参加者からチャリティとして募金を頂き、初の

チャリティゴルフコンペを開催しました。集まった募金と優勝

者の多田翔璃氏（東京蒲田ＲＣ）の賞金を合わせて 7,000ペソ

を基金へお渡しいたしました。第４５回バギオ訪問時も、有志

でチャリティコンペを開催できればと思っておりますのでご参

加お持ち申し上げます。   （バギオ基金副会長 平塚隆志） 

カルロス寺岡理事長より          日本の大学へ留学する候補学生           カントリークラブエレメンタルカレッジにて 
「30年継続訪問記念の楯」贈呈    （トリシャさん ミラソルさん マイクさん リアンさん） 子供たちと折り紙をする参加メンバー 

◎今後の予定 

  第 14 期第 2回理事会 2023年 4月 27日（木）16 時～ 主婦会館プラザエフ 

第 14 回臨時評議員会  2023年 5月 15 日（月）16時～ 主婦会館プラザエフ 

バギオカントリーゴルフクラブにて開催 

 ベンゲット道路展望台にて                     奨学金の贈呈           北ルソン比日基金（アボン）にて奨学生と 
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第５回例会 2023 年 1 月 22日(日)19：00-20：00 

6期留学生 ニッキ チオクさん「ウチナンチューのカナサンドーのシマー」 

沖縄県民に愛されている酒(泡盛)の紹介。忠孝酒造株式会社の見学報告。 

第６回例会 2023 年 2 月 19日(日)19：00-20：00 

6期留学生 ジェイエルさん「ウチナーヤシェーの紹介」 

おいしい沖縄野菜の紹介と調理の仕方について。 

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 

◇ 後援者からのご寄付（敬称略） 

◎ バギオ基金へのご協力に感謝いたします 

◇ 受入寄付金額 
1 月 1 日～2月 28 日までの 2 ケ月間の 

受入寄付金は 92 件 1,346,000 円です。 

2022-23 年度の寄付金受入額の合計は 

192 件 6,766,100 円 になりました。 

Baguiofund  

●東京東村山 RC 

野澤秀夫 

●東京板橋 RC 

坂野文雄 

●東京臨海 RC 

秋田將宏   入澤昭彦 

榎本隆文  大澤成美 

杉浦孝浩  髙橋映治 

寺田雄司  畠山孟賛 

山田晃久  虻川良太郎 

伊佐康暢   大西洋平 

工藤義孝   小林健一郎 

米衛純二   坂本康朋 

櫻田誠一   高吉泰尋 

吉成大樹   斉藤 実 

今井 博   太田智久 

佐久間栄一 佐藤正樹 

田村浩康  内海真樹 

●東京臨海北斗 RSC 

小田桐信悦 椎橋正樹 

曽根 哲 

 

●都留 RC（山梨県）つづき 

越石健一  岡山幸市 

小林一考 堀内邦彦 

堀内慎也 佐藤秀男 

●山中湖 RC（山梨県） 

羽田紘明 

●福島中央 RC（福島県） 

  芳賀 裕 

●桶川イブニング RC（埼玉県） 

  堀口勝男 

●高崎 RC（群馬県） 

  市川豊行 

●出雲中央 RC（島根県） 

  石橋慶一 

●和田山 RC（兵庫県） 

  小野山真生 

●前田和寛（福井県福井市） 

●前田ﾒﾃﾞｨﾘｰﾝ（福井県福井市） 

●白崎邦彦（北海道札幌市） 

●下條やす子（千葉県市川市） 

（白崎邦彦 北海道札幌市） 

●東京臨海西 RC 

栗山義広 

●東京蒲田 RC 

  海老澤克昌 笠原正博 

  藤田知孝  飯室 肇 

  村山和雄  井出正彦 

 安藤日出男 鈴木さと美 

●東京六本木 RC 

淺田豊久 

●都留 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 

小俣知義 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 

瀧本敏勝  根津健一 

中野健一  佐野龍一 

村上秀明  小俣哲夫 

京谷直人  杉山 肇 

「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。  

◇ 後援地区・ロータリークラブからのご寄付 

●RI 第 2580 地区 地区大会実行委員会 

●東京浅草中央 RC    ●東京池袋西 RC 

●東京臨海 RC      ●東京臨海東 RC  

 ●東京蒲田 RC      ●東京武蔵府中 RC  

●東京サンライズ汐留 RC ●都留 RC（山梨県） 

●盛岡滝ノ沢 RC（岩手県） ●青森北東 RC（青森県） 

〇 留学生同友会例会報告 
 

 

〇 RI第 2750地区大会  

2月 21日グランドプリンスホテル新高輪で開催

の RI第 2750地区「地区大会友愛の広場」にて、 

創立 40周年記念祝賀会(2022年 9月)と第 44回バ

ギオ訪問交流の旅(2023年 2月)についての展示を

行いました。また基金への寄付目録を頂きました。 
友愛の広場での展示        寄付金目録の贈呈 

忠孝酒造の見学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


