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第 4 期留学生 ランドカン エミリー
（2011 年 3 月来日）

留学生からの手紙

こちらは寒い日が続いていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。私たちもおかげさま
で元気に暮らしておりますから、御安心ください。長い間連絡もせず申し訳ありませんでし
た。いつも大変お世話になりまして、ありがとうございます。
去年は初めて家族と離れてクリスマスとか新年は寂しいなあと思っていました。敦賀ロー
タリーの方々、友人のおかげで、クリスマスは楽しかったです。一方で学校では優しい友達
ができたので、大変なことがあっても、私はいいアドバイスをもらえるし、笑わせてくれる
し、日本の生活を楽しんでいます。私の誕生日にはプレゼントをもらうことが思ってもみな
かったが、暖かそうな膝掛けやハローキティの靴下などのプレゼントをもらって、その日は
一日中幸せでした。私も友人の誕生日に似顔絵を描いて、アルバムを作ってあげました。ク
リスマス前には、他の友人も教会で祈ったり、ケーキとかクッキーを作ったり、ご飯を一緒
に食べたりしました。または、12 月 25 日窓を開けたら、全部真っ白できれいでした。その１
週間雪が積もって、私はうれしかったです。初めて雪を見ましたからです。勉強が終わって、
帰る時に雪合戦をしました。本当に去年は素晴らしい経験をしました。

ハロウィーンパーティでの仮装

国際交流会にて

寿司巻き体験

敦賀 RC のクリスマス会

今、春休みなので、認知症のお年寄りのホームで学習体験をしています。初めは、なかなか
患者の方とも職員の方とも上手くコミュニケーションを取れませんでしたが、職員の方々に相
談したりして徐々にコミュニケーションが取れるようになって嬉しいです。敦賀の方言もちょ
っと勉強しています。例えばアカン（ダメという）やホンマ（本当）やいいやろう（いいでし
ょうという）などです。フィリピンではあまり老人ホームがありません。老人の方々は、だい
たい自分の家族がお世話をしています。日本の場合は生活が違うので家族がお世話をすること
が無理だと思います。一人か二人で暮らす利用者が多くて、寂しそうです。でもその方々は家
族に負担とならないように思って、いつも頑張っていて、私は感動しています。
さて、私こじんのうれしいニュースですが、先月は JLPT N2（日本語能力試験２級）の結果
合格でほっとしました。これから、皆は JLPT N1 を目指します。学校の成績もほとんど優で４
つ良でした。今、私は介護士か通訳か英語の先生になりたいかどうかまだわかりません。でも
本当に日本語をもっと勉強したいです。特にビジネス尊敬語や会話です。２年生になってもが
んばります。今年も宜しくお願いいたします。

バギオ基金留学生のその後
バギオ基金では９名の留学生を受入れ、既に７名が敦賀短期大学を
卒業しました。内２名は現在も研究生として日本で勉強しています。
第 1 期留学生のロビンさんは、現在バギオ基金の現地スタッフとし
て活躍中です。アボン（北ルソン比日基金事務所）にいつもいますの
で、バギオに行った時には立寄って励ましてやってください。
第２期留学生のジョイさんは、研究生
の２年目になります。平成 23 年 11 月 21
日に敦賀西 RC で「私たちの留学生活」と
いう演題で卓話をしたそうです。
第３期留学生のアビゲイルさんは、今
春 敦賀短期大学を卒業し、今はバギオに
帰っています。彼女は日系３世なので、
第２期留学生 ジョイさん
再度日本に来て就職するそうです。

第１期留学生 ロビンさん

第３期留学生 アビゲイルさん

◎バギオ基金からのお知らせ
4 月 16 日に弘済会館にて第 3 期第２回理事会を 24 名のご出席を得て開催し、2012 年度の事
業計画及び予算案についてご承認をいただきました。
第３回臨時評議員会は、2012 年 5 月 14 日（月）17 時より、弘済会館に於いて開催します。

◎バギオ基金へのご協力に感謝いたします
2012 年 3～4 月の受入寄付金は、75 件 1,760,000 円です。
2011 年度の寄付金受入額の合計は、217 件 4,461,713 円になりました。
◇後援ロータリークラブからのご寄付
東京江東 RC
東京向島 RC
東京臨海東 RC
東京田園調布 RC

東京八王子 RC
東京蒲田 RC
東京芝 RC
東京世田谷南 RC

◇後援者（個人、法人、推薦）からのご寄付

◇後援地区からのご寄付
RI 第 2580 地区 地区大会実行委員会
◇RC 創立周年記念寄付を頂きました
3/28
4/25

東京江東 RC
東京蒲田 RC

創立 50 周年記念寄付
創立 25 周年記念寄付

（敬称略）

東京ベイ RC 下田治雄
東京田園調布 RC
東京板橋 RC 坂野文雄
青木久寛
飯田和彦
東京神田 RC 清水宣夫
石井敬治
石山敏昭
東京江北 RC 海老沼孝二
上野 哲
大河原啓右
東京向島 RC 滝澤健一
大場英一
落合國男
東京武蔵村山 RC 波多野稔
川﨑宏子
河野 勉
榮光商事株式会社（波多野稔） 佐藤正一
鈴木昌臣
東京武蔵野 RC 田宮 力
鈴木 勝
鈴木陽一
井野久直
高橋弘樹
田口廣康
東京臨海 RC
斉藤 実
田中輝次
醍醐 徹
東京臨海東 RC 羽鳥貞雄
天明信治
冨倉 進
東京ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ RC 佐藤賢一
中山芳瑛
長久保伸一
東京豊島東 RC 竹内哲夫
長久保光正 蓮池 攻
時友雅行
林 俊夫
堀米恵美子
東京城西 RC
栗田武之助
森部和彦
師尾 賢
東京西南 RC
本田哲生
横地英夫
尾曽利夫
佐久田昌昭
長久保純一

東京世田谷南 RC
㈱協同ｴｰｼﾞｪﾝｼｰ（松田 力）
東京芝 RC
黒澤明彦
河原俊行
米屋博行
武部晃二
河村守泰
斉藤進一
菅井 徹
東京白金 RC 舟木いさ子
東京杉並 RC 向 海男
富士見 RC
遠藤真人
福井あじさい RC 前田和寛
前田ﾒﾃﾞｨﾘｰﾝ（前田和寛）
敦賀 RC
道永弘夫
和田山 RC
橋本幹夫
松本政信
バギオ基金第３期留学生
オプラス ミア ロゼリン
コルテス アビゲイル
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