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会長 前 川 昭 一(2580 地区)
地区)
幹事 佐久田昌昭（2
佐久田昌昭（2750 地区）

バギオ基金留学生コルテス･アビゲイルさん
～ RI 第 2580 地区大会 新世代からの発言
ロータリアンの皆様こんにちは。
私は、コルテス・アビゲイルと申します。バ
ギオ基金の奨学生として、フィリピンのセン
トルイス大学を卒業するまで支えていただ
き、本当にありがとうございました。
私は、日系三世です。父方のひいおじいさ
んは福岡県出身で、名前は渕上（Fuchigami）
と言います。母方のひいおじいさんは和歌山
県出身で、下津（Shimotsu）です。フィリピ
RI 第 2580 地区大会「ロータリーと私」発言情景
ンのケノン道路にたずさわり、フィリピン女
性と結婚しました。ですから、私のひいおばあさん二人は日本人と結婚したのです。
私は、地元の大学の看護学科を卒業しましたが、フィリピンでは仕事がなく、経験のため
日本に来て、６ヶ月間働きました。しかし、日本語がほとんど覚えられませんでした。働い
た工場には通訳する人がいて、また、同じ国の人が多くいて、日本人とあまり話をしません
でした。フィリピンに帰り、バギオ基金で留学生の募集をしていることを知り、日本で勉強
して日本語が話せるようになったら、将来役に立つと思い受験しました。多くの人の中から
選ばれて、私はとってもラッキーだと思います。
去年３月から日本に来て、福井県敦賀市の敦賀短期大学で留学生としての生活が始まりま
した。敦賀は雪が多く、今年は、特に大雪になっています。最初はめずらしく楽しかったの
ですが、寒いのは苦手です！
一年生で日本語、介護、心理学などの授業を受けました。しかし私の日本語は、まだ下手
なのでよく勉強しなければなりません。心理学の授業が一番面白かったです。理解出来ない
ところは、先生がよく説明して下さいましたので、気持ちがとても嬉しくなりました。介護
の授業は、高齢者や認知症のテーマを勉強しています。フィリピンには、あまり認知症がい
ません。なぜかと言うと、フィリピンの平均寿命は 65 歳くらいです。高齢者が少なく、認知
症高齢者は少ないです。日本の社会は、高齢者社会ではなく、超高齢者社会だと思います。
でも日本の高齢者は若く見えますし、まだ元気です。アルバイトしている老人ホームに行く
と 102 歳の方がシルバーカーを押しながら歩いていて、自分で食べられるし、元気なのには
たいへん驚いています。 そして、私は将来、日本で介護関係の仕事に就きたいと思ってい
ます。いつか、私達が今以上に必要な時代になって来ると思うからです。
2650 地区の敦賀ロータリークラブの例会に出来るだけ訪問し、いろいろな事を教えていた
だき、またクリスマス会などに招待されました。そして、４人の仲間と介護のアルバイトを
している病院の理事長は、パストガバナーで、色々お世話して下さっています。夏には浴衣
を着せてもらい、花火にも連れて行ってもらいました。本当に嬉しいです。
また、敦賀短期大学の先生たちにも忍耐つよく、熱心に教えてくれるので、知識を広める
ことが出来ます。
そして、バギオ基金の関係者の皆様には、本当に頭の下がる思いです。毎年、多くのロー
タリアンがバギオを訪問し、奨学金を持ってきて下さっています。今年で 32 回目と聞いてい
ます。奨学生も 3,100 名を超えたということです。長期に亘りすごい事だと思います。
このようなチャンスを与えて下さいましたロータリアンの皆様に本当に心から感謝申し上
げます。この経験を生かし、日本とフィリピンの架け橋になれるよう、頑張って勉強します。
それが皆様への恩返しだと思います。本当にありがとうございます。

第 32 回バギオ訪問
2011 年 2 月 10 日～13 日の日程で、第 32 回バギオ訪問
交流の旅を実施しました。今回は那覇西 RC 提唱で、過
去最高の 21RC から 54 名の参加をいただきました。
沖縄からは 13 名もの参加があり、台湾経由（台北）か
らマニラに入り、第一日目の宿泊地であるマニラからバ
ギオに行く途中の米軍基地内にあるクラークホリディ
インホテルで合流し、フィリピン日本大使館の来賓を招
き、夕食会を開きました。二日目は、朝少しゆっくり出

第 32 回バギオ訪問（奨学生の合唱）

発し、一路バギオへ向かいました。アボンでの基金の贈呈式で、奨学生達が日本の童謡で“ふ
るさと”を合唱しくれました。なぜか目頭が熱くなり、胸がジンときました。昼食後、ジプ
ニーに乗って奨学生の家庭訪問に行きました。８グループに分かれ、中には車から降りて 20
～30 分も上り下りの山道を歩き、辿り着く様な家庭もありました。家と呼べる様な所ではな
く、ブロック壁にトタン屋根の貧しい環境の中ですが、明るく振舞っている子供達や家族を
見て“頑張らなくては”とういう気持ちになりました。 （バギオ基金副会長 斉藤 実）

◎バギオトピックス
バギオ基金のホームページを作成しました。
「一般財団法人比国育英会バギオ基金」http://www.baguiofund.or.jp/
バギオ基金理事会・評議員会のお知らせ
2011 年 4 月 11 日（月）第２期第２回理事会 17 時より 弘済会館
2011 年 5 月 16 日（月）第２回臨時評議員会 17 時より 弘済会館

◎バギオ基金
バギオ基金へのご
基金へのご協力
へのご協力に
協力に感謝い
感謝いたします
2011 年 1 月～2 月の受入寄付金は、50 件 2,229,365 円です。
2010 年度の寄付金受入額の合計は、171 件 4,460,175 円になりました。
◇ＲＣ創立周年記念寄付を頂きました
12/29 東京北 RC
創立 60 周年記念寄付
2/16 東京豊島東 RC 創立 25 周年記念寄付
2/21 東京ベイ RC 創立 20 周年記念寄付
◇後援ロータリークラブ
◇後援ロータリークラブ
東京葛飾東 RC
東京ベイ RC
東京北 RC
東京東大和 RC
東京練馬西 RC
東京池袋西 RC
◇後援者（個人、法人、推薦）
◇後援者（個人、法人、推薦）
東京臨海 RC
阿久津康広
橋本豊広
平澤 弘
栗山義広
森山伸男
中村群一
大澤成美
佐藤大輔
佐藤正樹
須藤宗之助 髙橋映治
田村浩康
斉藤 実
高橋龍司
今井 忠
入澤昭彦
鈴木孝行
芦澤達雄
金澤隆登

◇特別感謝状を発行しました
12/29 東京北 RC
第 7 回特別感謝状
2/16 東京豊島東 RC 第 20 回特別感謝状

東京臨海 RC
東京臨海東 RC
東京新宿 RC

東京豊島東 RC
東京中央 RC
東京武蔵府中 RC

志摩 RC

（敬称略）

東京荒川 RC
髙田秀寿 東京西南 RC
佐久田昌昭
東京ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ RC 佐藤賢一 東京世田谷南 RC 田中雅治
東京豊島東 RC
東京立川 RC
中山賢二
金子理惠（前川昭一）
福井あじさい RC 前田和寛
那覇西 RC
安里文雄
前田ﾒﾃﾞｨﾘｰﾝ（前田和寛）
浦添 RC
新城恵子
敦賀 RC
中村紀明
RI 第 2580 地区地区大会募金箱
大北 稔
東京城西 RC
山田秀夫
和田山 RC
小野山真生
東京狛江 RC
大平 操
大分城西 RC
木下光一
河野道雄
Baguiofund

