
バギオ基金会長 前川昭一 

今年度のバギオ基金の奨学生は、高校生 23 名、大学生 51 名の計 74 名

になります。 

バギオの奨学生からは、毎年たくさんのお礼の手紙が届きます。 

その中から、現在、セントルイス大学看護コースの第２学年に在籍して

いるミッチェル ヴィセント アコップさんからの手紙を紹介します。 

Dear Sponsor, 

Greetings! 

I, Michael Vincent Acop and my family is extending our deepest 

gratitude to my sponsor.  All the sopport you are giving is one great 

help for me in pursuing my future career in being a nurse.  You are 

not just helping me but also my family.   

  I am now 19 years old, studying at St. Louis University taking up 

≪訳文≫ 

拝啓 ご挨拶申し上げます! 

私ミッチェル ヴィセント アコップと私の家族は、ご支援くださった皆様に心より感謝申

し上げます。私に与えて下さったご支援は、看護士になるという私の将来のキャリアにとて

も大きな助けとなりました。あなたは私だけでなく、私の家族をも助けてくださいました。

私は 19 歳になり、St. Louis 大学で理学士課程の勉強をしています。現在 2年目です。 

皆様のご支援と支えがなければ、ここまでくることはできなかったでしょう。 

ありがとうございました。神のご加護がありますように。そしていつもあなたが安全でい

られますように。                  敬具 

ミッチェル ヴィセント アコップ 

BS Nursing.  I am currently in my second year of studying the said course. 

If not for your help and support I would not be able to come this far. 

  Thank you very much, God bless you and always keep you safe.  Gratefully yours, 

                                Michael Vincent Acop 
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ロビンさんとレジーさんが４月に敦賀短大へ入学してから

８ヶ月近くが経ちました。 

当初より、病院での介護実習では持ち前の明るさと笑顔で一

生懸命頑張っており、病院内での評判もとても良く、楽しみな

がら仕事をしています。 

短大の授業では、やはり日本語で大変苦労しています。日常

会話は、来日当初と比較すると随分上達したようですが、漢字

●バギオ基金トピックス 

の読み書きがまだ難しいようです。 

 来年は、現在バギオにて日本語を勉強中の第２期の留学

生も来日する予定です。先輩の第１期生として介護福祉士

の資格取得を目指し、短期大学での勉学と病院内実習に励

んでほしいと思います。ぜひ、皆様もバギオ基金の留学生

に対し、ご支援・ご協力をお願いいたします。 

（バギオだより編集委員）

Baguiofund

○「ロータリーの友」来春 1月号にバギオ基金からのお知らせを掲載しました。表紙の裏頁で

す。ぜひご覧ください。 

○ バギオ基金第２期の留学生候補が決まりました。 明年１月にフィリピンのマニラで大学の

入学試験を行い、合格者は３月に来日し、４月より敦賀短大へ入学する予定です。 

○ 「バギオ基金」についての卓話 

少しでも多くの皆様にバギオ基金についてご理解いただきますよう、積極的に卓話に伺わ

せていただきます。ご希望のＲＣはバギオ基金事務局までお申し込み下さい。 

留学生だより ―第 5 号― 

◇後援クラブ 

 東京足立 RC 

 東京江戸川 RC 

東京福生 RC 

 東京東大和 RC 

 東京練馬中央 RC 

東京臨海 RC 

 東京調布むらさき RC 

 東京八王子西 RC 

 東京立川 RC 

●バギオ基金へのご協力に感謝いたします 

  2008 年度の受入寄付金は、68 件 3,358,722 円になります。（11 月 28 日現在） 

  今年度 7月～11 月までに下記の後援・関係ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞよりご寄付をいただきました。

◇後援者（個人、法人、推薦） 

東京本郷 RC      2 名   

東京板橋 RC      2 名 

東京葛飾東 RC     1 名 

東京北 RC       2 名 

東京王子 RC      1 名 

東京臨海 RC      5 名 

東京豊島東 RC     5 名 

那覇西 RC       1 名 

東京昭島 RC      1 名 

東京調布むらさき RC  14 名 

東京八王子 RC         1 名 

東京八王子東 RC    2 名 

東京八王子南 RC    2 名 

東京城西 RC      6 名   

東京町田サルビア RC  1 名 

東京南 RC       1 名 

東京立川 RC       6 名 

東京飛火野 RC     1 名 

福井あじさい RC    1 名 

敦賀 RC        1 名 

橿原 RC        1 名 

大阪天満橋 RC     1 名 

和田山 RC             1 名

 


