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留学生のその後
第４期留学生 クリスティン・ジョイ・ワンゲットさん（留学生期間：2011 年～2015 年）
フィリピンは大分コロナの感染が減ってきて、フィリピン観光局からもワクチン接種済み外国
人観光客の入国を近いうちに解禁するということが発表されましたが、変異株オミクロンが脅威
でないとわかるまでは、観光入国の再開は一旦中止になりました。フィリピンでは人口の 37％
がワクチン接種しており、バギオでは約 20 万人がワクチンを受けています。
私は、おかげさまで今年、家族で小さなビジネスを立ち上げる夢をやっと実現することができ
ました。日本にいる時から勤務先の社長さんには心より感謝しています。エンジニアの弟とコラ
ボしてミニガソリンスタンド＆自動車修理ショップです。現在、ＣＰＡ(会計士)国家試験を待っ
ている間に、経理学科新卒の妹がマネージしています。ビジネスとしてはまだまだですがみんな
の努力で成功しますように願っています。
フィリピンでは就職先が少なく、一方日本では労働人材不足の
社会問題があります。この社会問題に向けて SDGs プロジェクトの
一環として㈶北ルソン比日基金と提携し、日本語訓練プログラム
を始めました。プロジェクトの一つの目的は多くのフィリピン人
が日本で働けるように人材育成を行うことです。私はここでこの
日本語教室の様子(財北ルソン比日基金)
プロジェクトを担当し、日本語教師をすることになります。
右：クリスティンさん

第３期留学生 コルテス・アビゲイルさん（留学生期間：2010 年～2012 年）
岐阜県の国際交流センターで在住外国人行政相談員として勤めて４年に
なります。仕事の内容は主にタガログ語の県行政サービス、各種制度の通
訳・翻訳業務です。この２年間はコロナに関する通訳と相談に対応してい
ます。またソーシャルディスタンスの影響で、ハイキングとキャンプに興
味を持ちました。この趣味のおかげで日本の自然をもっと好きになりまし
た。自然からのマイナスイオンは、心と体にプラスがあると聞きました。
皆様もマイナスイオンでリフレッシュして、ご健康とご多幸を心より
フィリピン人コミュニティの
お祈り申し上げます。
コロナの感染防止対策課で働く

坂本幸政副会長（東京蒲田 RC）ご逝去のお知らせ

2015 年 2 月 第 36 回バギオ訪問
での坂本幸政副会長（写真右）

コルテス・アビゲイルさん

令和 3 年 12 月 7 日午後 4 時 7 分、享年 81 歳で、その生涯をご
自宅で閉じられました。何度もバギオを訪れ現地の子供たちを楽
しませ交流していた姿が思い出されます。また最後の奉仕活動は
「アイバンク」への角膜提供でした。2 名の方へ移植が行われた
そうです。そして、遺言で当バギオ基金へのご寄付もなされまし
た。バギオが大好きだった坂本さん。天国で野口さんと一緒に
「バギオ高原の歌」を唄いながらサッポロビールで乾杯ですね。
ご冥福をお祈り申し上げます。（バギオ基金常任理事 平塚隆志）

RI 第 2580 地区 バギオ基金委員会
2021-2022 年度 RI 第 2580 地区「バギオ基金委員会」の今西勇
委員長（東京臨海東 RC）が地区に開局された YouTube チャンネ
ルで、「バギオ基金」の PR をして頂いております。
RI 第 2580 地区のホームページ画面よりご覧いただけます。
RI 第 2580 地区 YouTube チャンネルより
バギオ基金委員会の今西勇委員長

「バギオ基金ＢＯＸ」の設置
RI 第 2750 地区 東京六本木ロータリークラブ

RI 第 2750 地区 東京六本木ＲＣの例会

12 月 13 日(月) RI 第 2750 地区 東京六本木ロータリー
クラブ（柏原玲子会長）の例会に、グランドハイアット
東京にお伺いしました。淺田豊久バギオ基金会長の所属
クラブですが、例会時にバギオ基金ＢＯＸを作っていた
だき、寄付を集めて頂いていました。東京六本木ロータ
リークラブ様 誠にありがとうございます。
（バギオ基金幹事 酒井教吉）

◎ バギオ基金へのご協力に感謝いたします
◇ 受入寄付金額
10 月 21 日～12 月 23 日までの 2 ケ月間の受入寄付金は 42 件 964,000 円 です。
2021-2022 年度の寄付金受入額の合計は、85 件 2,003,000 円 になりました。
◇

RC 創立周年記念寄付をいただきました
●
●

◇

11/19 コザ RC 創立 60 周年記念寄付
12/3 東京臨海西 RC 創立 4 周年記念寄付

後援ロータリークラブからのご寄付
RC
●東京臨海西 RC
●コザ RC（沖縄県）
●東京小平

◇

RC
●東京飛火野 RC
●徳島眉山 RC（徳島県）
●東京八王子

12 月 3 日(金)東武レバントホテルで行われた
東京臨海西ロータリークラブ創立 4 周年記念例会
にて、西野充英会長からバギオ基金斉藤実副会長
へ寄付金が贈呈されました。

後援者（個人・推薦）からのご寄付（敬称略）
RC
加藤明義
●東京神田 RC
鈴木一行
荻原 年
●東京江北 RC
高橋史郎
●東京武蔵野 RC
三澤建美
●東京練馬西 RC
小原武夫
●東京臨海西 RC
二瓶恵一
●東京小平

●東京臨海

RC

斉藤 実
酒井教吉
入澤昭彦
鈴木文子（斉藤実）
●東京蒲田 RC
平塚隆志
●東京武蔵府中 RC
猿渡昌盛
●東京六本木 RC
淺田豊久（2 件）
●東京杉並 RC
金子朋暒
尾崎政雄

RC
市原聖功
大竹茂明
小野 優
志村和則
田島瑞也
田中宏明
中山賢二
町田 弘
横手好一
益子悦雄
鈴木孝一
中山賢一

●東京立川

RC（北海道）
舟山敏次
●千歳 RC（北海道）
福田武男
●つくば学園 RC（茨城県）
鈴木冨士雄
●仙台北 RC（宮城県）
笹氣光祚
●生野 RC（兵庫県）
能見洋八郎
●鳴門 RC（徳島県）
芝野 光
●大分城西 RC（大分県）
広瀬舜一
●厚岸

寄付金受入口座 ： 郵便振替 00130-0-102022
ザイ）ヒコクイクエイカイバギオキキン
三井住友銀行 東京中央支店 普通 8246604 ザイ）ヒコクイクエイカイバギオキキン

「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。
ご希望のロータリークラブは基金事務局までお申し込み下さい。
Baguiofund
※zoom で参加させていただくことも可能です。
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