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バギオ基金の歌
集団で結束する時、帰属意識を向上させる一つとして唱歌があります。
ロータリーにも多くの唱歌が導入されています。バギオ訪問でも奨学生
達が日本の有名な歌を合唱してくれ感動しました。ロータリーの会員
野口副会長が作詞して発表しました。有難うございます。
どなたか曲をつけていただけたら幸いです。作曲は会員有志（在日在
比）の方に是非お願いします。事務局迄ご連絡を待っています。

バギオ基金の歌（バギオ高原）
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◎バギオ基金からのお知らせ
○ 2011 年９月９日（金） バギオ基金創立 30 周年記念祝賀会
17 時受付開始 18 時～20 時迄
於 ホテルニューオータニ
会費 13,000 円（当日受付も可能です）
○ 第 33 回バギオ訪問交流の旅
2012 年 2 月 9 日（木）～12 日（日）
例年通り 3 泊 4 日（マニラ・バギオ宿泊）の予定です。
“百聞一見にしかず”です。初めての方大歓迎です。基金の実態・活動
内容がすべてご理解いただけます。

バギオ基金奨学生からのお礼の手紙
Dear Sponsor,
First and foremost, I would like to greet you a pleasant time. Hope that
you are always in a good condition together with your family.
Now that I’m already in college, many have changed. Let me mention
these some changes, first, there are more vacant time that I spend it
going to the library and search for my assignments. I am lucky if I don’t
have assignments, I will spend my vacant time in meeting new friends in
the university or chatting with my new classmates. Second is that there
グレーテル メイ ニーナ
are fewer subjects that would be taken per day so I’m not much hard-up. ベンゲット州立大学１年生－看護学部
Third is that I’m not anymore commuting in going to School because the university is just a meters away
from our boarding house unlike during high school that I need to commute because it is quite far. Fourth,
I met new good friends and new teachers. Fifth, many assignments are given but its fine because it’s part
of learning and an obligation of a student. With these I can be able to adjust everything.
College is another step towards my dreams so I will take it seriously by doing my very best to face
challenges and to be able to go through with it. I’m not promising anything but I do everything not to
mess up with my studies.
I can’t verbalize my happiness I feel for helping me in my studies, you help me a lot. Thank you for
supporting me and I will do my part as a grantee. I will take this opportunity to thank God for letting this
happen and for sharing me blessing. May the Almighty God guide and bless you and your family. Do
take care always.
Truly yours,
Grettle Mae Ngina
バギオ基金の皆様
拝啓 まずは皆様にご挨拶を申し上げます。素敵な時間をお過ごし下さい。皆様とご家族の方々のご健康
を祈ります。
私はもう大学生になりました。大学生になって変わったことがたくさんあります。まず、空き時間が増
え、課題の為の調査や図書館で過ごす事が増えました。課題がない時は、大学で出会った新しい友達と、
クラスメートについておしゃべりしたりしています。2 つ目ですが、1 日に受けなければいけない授業が
減り、少し余裕が生まれました。３つ目、通学時間が短くなりました。高校時代と違って大学は私達の下
宿からとても近く、すぐ着く事が出来ます。４つ目は新しい友達や先生と出会ったことです。５つ目、大
学ではたくさんの課題が出ます。でも私は大丈夫です。これも勉強の 1 つだし、学生としては当然の事だ
と思います。このような変化がありましたが、私は新しい生活に慣れてきました。
大学生活は、私の夢への 1 つのステップです。だから真面目に、そして自分のベストを尽くして様々な
事に挑戦していきたいと思います。まだ何も約束することは出来ませんが、一生懸命勉強を頑張ります。
私は勉強を続けられる幸せを、言葉にうまく表わすことが出来ません。皆様、私をサポートして下って、
本当にありがとうございました。私は奨学生としての責任をしっかりと果たします。また、この場をお借
りして神にこのような素晴らしいチャンスを頂いた事を感謝致します。神のご加護が皆様とご家族の方々
にありますように。いつもお体にはお気をつけ下さい。
敬具
（バギオ現地駐在員 斉藤貴史さん訳）

◎バギオ基金へのご協力に感謝いたします
昨年度（2010-2011 年度）の寄付金受入額の合計は、297 件 7,496,120 円でした。
2011 年 7～8 月の受入寄付金は、15 件 360,000 円です。
◇特別感謝状を発行しました (敬称略)
◇後援ロータリークラブからのご寄付
7/29 前川昭一 東京豊島東 RC
高崎 RC
第 5 回特別感謝状
（敬称略）
◇後援者（個人、法人、推薦）からのご寄付
東京本郷 RC
東京板橋 RC
東京北 RC
東京臨海 RC
東京臨海東 RC

山藤 均
鈴木義政
中 勝彦
斉藤 実
羽鳥貞雄

東京豊島東 RC 前川昭一
東京八王子 RC 矢野洋四朗
東京城西 RC
染矢廣美
島津佳夫
鏑木 享

東京西南 RC

橋本嗣雄
佐久田昌昭
福井あじさい RC 前田和寛
前田ﾒﾃﾞｨﾘｰﾝ（前田和寛）
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