
 
Three Deaf Scholarship Recipients Recognized  
(translated from the blog of Mr. Sasakawa, President of The Nippon Foundation.) 
 
We have been providing scholarships to cultivate young fellows who will become the 
world leaders for the next generation. Yesterday, I received thank you letters from three 
scholarship recipients with photos from National Technical Institute for the 
Deaf/Rochester Institute of Technology (New York), one of the best universities for 
students who are deaf. 
 
(photo) 
 
From left,  Mr. Pascal Mutabazi,  Mr. Eric MacDawutey, Mr. Patrick Titigah 
 
- Pascal Mutabazi (Uganda) 
Majoring in Social Work. He received an outstanding international student service award 
last year to recognize his commitment to RIT community. His goal is to get a doctorate 
degree in the future. 
 
- Eric MacDawutey (Ghana) 
Majoring in Business Management. His goal is to be a Certified Public Accountant 
(CPA). He desires to be a leader of Deaf people in Ghana. 
 
- Patrick Titigah (Ghana) 
Majoring in Public Policy. His goal is to get a doctorate degree in the future. He would 
like to contribute his educational achievement to his mother’s country, Ghana. 
 



３人の聾者奨学生決定-日本財団会長 笹川陽平ブログ

日本財団会長 笹川陽平ブログ 

日本財団会長による、国内外での活動の記録  
このブログを通じて、日本財団会長の毎日を覗いてみてください。
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 競艇 (4)

 はじめまして (1)

３人の聾者奨学生決定　[2006年03月08日(水)] 

「３人の聾者奨学生決定」
 
 
私の勤める日本財団は、世界的規模で次代を担う若手指導者の育成のための奨学金
制度を実施している。昨日、聾者にとって世界最高の大学の一つであるロチェス
ター工科大学（ニューヨーク州）の奨学金決定者３人から喜びの手紙が写真と共に
届いた。 
 

 
左から、パスカル・ムタバジさん、エリック・マッカダウティさん、パトリック・

ティティガーさん
 
 
○パスカル・ムタバジ（ウガンダ） 
社会福祉学専攻。コミュニティ・サービス活動が認められ、昨年「国際優秀学生
賞」受賞。博士号取得が目標。 
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最新記事
 モンゴル版「富山の置き薬」その２ 

 モンゴル版「富山の置き薬」 

 岡崎研究所 

 映画試写会 

 モンゴル研修団 

 インドの東大法学部 

 競艇 

 私の秘密 

 ウズベキスタン 

 グッドナイト＆グッドラック 

最新トラックバック
ガンディーと使徒たち(5) (03/16)

笹川陽平会長の「14の秘密」 (03/15)

笹川陽平会長の「14の秘密」 (03/15)

笹川陽平の秘密 (03/14)

まだまだ調査中。 (03/10)

昨日の夕刊「近事片々」は、今問題視されている
情報危機管理のこ... (03/02)

朋のステキな製品をどうぞ！！ (02/21)

世界食堂 ３カ国目 臓トルクメニスタン料理
臓 (02/20)

 
○エリック・マッカダウティ（ガーナ） 
経営学を専攻し、公認会計士の資格を取るのが目標。ガーナの聾者の指導者として
活動したいという。 
 
○パトリック・ティティガー（ガーナ） 
公共政策を学び博士号が目標。教育の成果を母国のために捧げたいという。 
 
 
08：00～10：00　「語り場」日本財団職員との対話 
　　　　　　　　　 
11：00　（社）東京都モーターボート競走会　理事会 
 
13：30　浜名湖競艇企業団　疋田企業長 
 
14：50　（財）笹川スポーツ財団　渡辺常務理事 
 
15：30　（社）日本観光協会　中村会長 
 
15：45　（財）競艇情報化センター　平野常務理事 
 
16：00～18：00　「語り場」日本財団職員との対話 
 
18：30　パラオ国　ナカムラ前大統領 

Posted by 笹川　陽平 at 21:03 ¦ 私の毎日 ¦ この記事のURL ¦ トラックバック(0) 

 
この記事のURL

http://blog.canpan.info/sasakawa/archive/299 

 
トラックバック

ご利用前に必ずご利用規約（別ウィンドウで開きます）をお読みください。 
 
CanpanBlogにトラックバックした時点で本規約を承諾したものとみなします。 こ
の記事へのトラックバックURL 
http://blog.canpan.info/sasakawa/tb_ping/299 
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