
Thank You Letter for masks donation from Local programme scholars 
Ashinaga Senegal 

 
① 
Dear people of the Eikei University,  
My name is Adama and I am a scholar of Ashinaga in Senegal. I want to say thank you very much 
for the masks you gave Ashinaga Senegal to distribute to the scholars. Now, they advice everyone in 
Senegal to wear a mask to protect ourselves from coronavirus. I am happy, I can also protect myself 
thanks to these masks. They are also very comfortable. Thank you very much,   
（日本語訳）叡啓大学のみなさんへ、 
私の名前はアダマであしながセネガルの奨学生です。みなさんがあしながセネガルに寄付してく
れた学生配布のマスクについてお礼を言いたいです。現在、セネガルではすべての人にマスクを
着用してコロナウイルスから身を守るようアドバイスしています。これらのマスクのおかげで自
分を守ることができて嬉しいです。またとても快適です。 どうもありがとうございました。 

 
Adama Ba, Ashinaga Senegal local programme school,  
11 year-old., 5th grade in primary school  
 
アダマ・バ 
（あしながセネガル現地プログラム/ 11 歳/ 小学５年生） 

 
 
 
 
 
② 
This gift of masks came at the right time because we had real problems protecting ourselves due to 
the high cost of masks. And thanks to your donation, we have all received a considerable number of 
masks. These masks will allow us to better protect ourselves, respect the barrier measures and at the 
same time fight against the spread of this virus.   
It is a real pleasure to receive these masks from you. 
Arigato goazaimasu 
（日本語訳）マスクの値段が高く自分自身をコロナから守るために問題があったので、このマス
クの贈り物をとても良いタイミングで受け取ることができました。 そして、みなさんの寄付のお
かげで、私たちは十分な数のマスクを受け取りました。 
これらのマスクにより、自分自身をもっとよく守ることができ、コロナ対策を尊重し、同時にコ
ロナの感染と戦うことができます。みなさんからマスクを受け取ることができ、本当に嬉しく思
っています。 

Blaise Marone, Ashinaga Senegal local program,  
22 years old, 2nd year in Biological Engineering 
 
ブレイズ・マロン 
（あしながセネガル現地プログラム/ 22 歳 

                                        大学２年生/工学専攻） 
 

 
 
 

 

 

  



 
 
③ 
It is with great pleasure that we received your donation of masks. I thank you warmly for your 
noble gesture because protecting yourself in these times is a bit complicated and you made it 
easier for us by giving us these masks. This way we will be able to better comply with the 
government's measures and better protect ourselves from the virus. 
Many thanks to you. 
（日本語訳）マスクの寄付をいただき、大変うれしく思います。 今の時代で身を守ることは少し
複雑でありますが、みなさまからのマスクの寄付によってより簡単に身を守れるようになりまし
た。みなさまの深いお気遣いに温かく感謝します。 これにより、政府の対策をより適切に遵守
し、ウイルスから身を守ることができます。 
ありがとうございます。 

Moulaye Ndiaye, Ashinaga Senegal local programme,  
20 years, 1st year in Journalism and Communication 
 
ムレイ・ンジャイ 
（あしながセネガル現地プログラム/ 20 歳 

          大学 1年生/ジャーナリズム、コミュニケーション専攻） 
 

 

 


