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留学生（クリスティンさん）からの手紙
4 月も半ばを過ぎ、街並みも落ち着きを取り戻して来たよ
うですが皆様お元気でお過ごしでしょうか？私は相変わらず
元気に過ごしております。京都で新生活を始めるため、学校
とアパートの準備などは御陰さまで安らかにできました。生
まれて初めて一人暮らしをしますが思ったよりもっと寂しい
ですよ。やっぱり人が多いほうが楽しくて毎日充実する気分
が生まれると思います。でもこれが“じりつ”した Lady にな
る道なのでドキドキしながら充実した生活を送りたいと思い
ます。
4 月 2 日に入学式を行いました。斉藤先生、神谷先生とフ
リーマン先生が来てくださって心強かった。感謝しています。 京都ノートルダム女子大学入学式に出席
その後、私達は一週間、毎日オリエンテーションに参加しました。先週月曜日にやっと授業が始ま
りました。今年はほとんどの科目が英語です。けれど、思ったより大変忙しくなりそうです。クラス
のスケジュールによると提出しないといけない課題やリサーチペーパーが多いようです。フィリピン
での多忙な大学生活が思い出しました。ちょっと泣きそうな気分がありました。興味深いから受けた
日本語でする授業も三個あります。難しい気がしますので心配ですがその授業から学ぶことを身につ
けて、いい成績を取りますように頑張りたいと思っています。
バギオ基金の一つの目的は留学生が卒業したら、出来れば日本で働くかフィリピンでも給料がよく
て、日本語が使える仕事を望んでいるのではないでしょうか。もしバギオ基金がこの留学生プログラ
ムを続けようとすれば、日本語学校のほうが適切だと思います。なぜかというと今の私は確かにフィ
リピンで日本語を習ったけど単なる中級までです。敦賀で二年間短期大学に行っていましたけど日本
語能力はあまり進歩しなかった気がします。もちろん全部私の責任です。今反省しています。
フィリピンで６か月間日本語を勉強して、ここで一年間日本語学校で勉強する。フィリピンで看護
学・ホスピタリティマネジメント・教育学・工学を卒業した学生を募集すればいいと思います。彼ら
にとっても日本語をマスターすれば日本の企業で就職口があると思います。看護師・介護福祉士にと
っては EPA に入るチャンスが大きいし、英会話学校、国際的な会社、観光産業、製造業などの仕事が
あると思います。
ところで、バギオ基金の方で京都のロータリークラブを紹介していただいたのですが、例会は金曜
日の昼間と聞きました。行けるように調整したのですが残念です。金曜日は一日中授業がありますの
で行くことができません。又検討してみます。
最後に、ノートルダムの学生みんなは毎日メイクやスカ
ートやドレスなどで登校していますね。一方私らはスッピ
ンでジーンズですごくおのぼりさんのイメージがしていま
す。ちょっと恥ずかしいです。これから私にとっては身だ
しなみを磨くチャレンジです。
それでは、花冷えの陽気が来ましたので、皆様どうぞお
体を大切になさってください。
敬具
平成２５年４月 15 日
湾月登・クリスティン
第２期留学生ジョイさん・第４期留学生クリスティンさん

第 4 期第 2 回理事会開催される
4 月 15 日(月)17 時より、弘済会館 蘭東の間にて第 4 期
第 2 回理事会を開催しました。理事（前川 PG、坂本 PG、
古宮 PG、小澤 PG、神谷 PG、5 名のパストガバナーを含む）・
監事・オブザーバーとして RI 第 2750 地区佐久間ガバナー、
計 31 名のご出席をいただき、次年度の事業計画・予算案、
定款の一部変更、新理事の推薦等、5 月の評議員会に提案
する議題について、承認をしていただきました。

◎バギオ基金からのお知らせ
第 35 回バギオ訪問交流の旅の日程が決まりました。RI2580 地区の東京練馬中央 RC の提唱
により、平成 26 年（2014 年）2 月 7 日(金)夕刻より 2 月 11 日(火)の 4 泊 5 日で実施予定です。

◎バギオ基金へのご協力に感謝いたします
2013 年 3～4 月の受入寄付金は、50 件 2,940,000 円です。
2012 年度の寄付金受入額の合計は、211 件 6,856,000 円になりました。
◇ RC 創立周年記念寄付を頂きました
● 3/28 東京世田谷 RC 創立 50 周年記念寄付
● 4/12 東京杉並 RC
創立 25 周年記念寄付
● 4/25 東京城西 RC
創立 50 周年記念寄付
◇ 特別感謝状を発行しました
● 3/14 東京武蔵野 RC
第 3 回特別感謝状
● 3/13 鈴木一隆様（東京臨海東 RC） 第 2 回特別感謝状
● 4/ 2 本荘 修様（東京東大和 RC） 第 1 回特別感謝状
● 4/24 ㈶京葉鈴木記念財団 (鈴木孝行様 東京臨海 RC) 第 1 回特別感謝状
◇ 後援ロータリークラブからのご寄付
●東京秋川 RC
●東京浅草中央 RC
●東京武蔵野 RC
●東京練馬西 RC
●東京城西 RC
●東京世田谷 RC
●東京杉並 RC
●敦賀 RC（福井県）

RC
RC
●東京世田谷南 RC

●東京葛飾東

●東京八王子

●東京原宿

（敬称略）
◇ 後援者（個人、法人、推薦）からのご寄付
●東京秋川 RC
●東京西 RC
長谷川安年 松田行央
池田彰孝
山田宗孝
●東京西南 RC
●東京神田 RC
佐久田昌昭
清水宣夫
●東京芝 RC
●東京江北 RC
武部晃弐 河村守泰
海老沼孝二
斉藤進一 三宅壽一
●東京武蔵野 RC
河原俊行 木谷 孟
田宮 力
菅井 徹 米屋博行
●東京臨海 RC
黒澤明彦 金沢剛喜
斉藤 実
●東京杉並 RC
京葉鈴木記念財団（鈴木孝行）
向 海男
●東京臨海東 RC
●都留 RC（山梨県）
鈴木一隆
奥秋公大
●東京豊島東 RC
竹内哲夫 時友雅行

バギオ基金寄付金受入口座

RC
RC
●東京芝 RC

●東京葛飾中央

RC（長野県）
遠藤真人
●敦賀 RC（福井県）
中村紀明
●京都紫竹 RC（京都府）
細見正博
●和田山 RC（兵庫県）
橋本幹夫 松本政信
河島邦洋
●鹿屋 RC（鹿児島県）
田中俊實
●バギオ基金第 4 期留学生
●富士見
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「バギオ基金」について、よりご理解を頂くために、卓話に伺わせていただきます。
ご希望のＲＣは基金事務局までお申し込み下さい。
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