
19　  広報にちなん 28.10 月

平成 28 年 8 月末日現在
法令の改正により、外国人を含めた世帯数と人口を掲載

（平成28年８月16日〜平成28年９月15日受付分）

しています。

■世 帯 2,134 （－    7） ■人 口  4,987 （－    6）

■    男 2,325 （－    6） ■    女  2,662 （±    0）

西　村　　　晟　   87歳　　　  生　山
入　澤　文　子　   85歳　　　  河　上
石　井　秋　廣　   78歳　　　  福　塚
稲　田　一　美　   82歳　　　  笠　木
坪　倉　菊　枝　   98歳　　　  福万来
長　﨑　平　治　   87歳　　　  河　上
大　塚　康　益　   87歳　　　  下阿毘縁
飛　田　光　子　   89歳　　　  　霞

お悔やみ申し上げます
氏　　名　       　　    年　齢　　　　     住　所

蘆　尾　紗也香　　　　　　　　豊　栄
(舩越）  将　也　　　　　　　 (宮内から）

山　中　二　郎　　　　　　　　折　渡
(乗秀）  智恵子　　　　　　　 

ご結婚おめでとうございます

氏　　名　　       　　届  出  人　　　        住　所 
髙　田　修　吾　   香　織　　　  神　福
西　村　吹　季　   　徹　　　　  萩　原
佐々木　彩　央　　大　輝　　　  生　山

ご誕生おめでとうございます

道の駅の情報をお届け！
～ 道の駅員とおススメの紹介 ～

今月の駅員

道の駅にちなん日野川の郷 10月～11月は営業時間が
変更になります！

電話番号：0859-82-1707、FAX：0859-82-1709
営業時間：直売所・レストラン　 ：9:00～ 17:00
　　　　　ショップまるごととまと：9:00～ 17:00

Mitino Eki

ミチノエキ通信

t s u s h i n

名前

　山田　雅美

得意技

　断捨離

ご来店
　お待ちしてます！

蒜山ジャージー牛乳で
作った自家製カスタード
クリーム入り

直売所スタッフ紹介！

山田さんのおススメ！山田さんのおススメ！

今日のポイント
Godmother（発音：ゴッドマザー）

　皆さん、久しぶりです！ちょっと
悲しいニュースがあります。これか
らこの「Happy　Column」は私だ
けからです。相方のティム先生は、
任期が終わりアメリカに帰りました。
彼の未来に幸多いことを願いましょ
う！私一人でもがんばります。でも、
日南はひとりぼっちの感じがしない
町です。日南の皆さんは、いつもと
ても親切だしフレンドリーだからで
す。
　ハッピーなニュースもあります。
夏休みに彼女と一緒にアメリカの家
族に会いに行き、素晴らしい時間を
過ごしました。家族でビーチに行っ
たのですが、私の家族はなんと11
人もいるんですよ。私、ローラ（彼
女）クリス（お父さん）ディーマ
（お母さん）ジョー（上の弟）アレ
クサンドラ（ジョーの彼女）ポール
（下の弟）クレア（ポールの彼女）
スザン（妹）ジェームズ（スザンの
夫）と赤ちゃんのオリバー（スザン
とジェームズの息子)。そして、お
じさんと私の「godmother」（ゴッ
ドマザー）もビーチハウスに滞在し
ました。一緒にすごく楽しくリラッ
クスした時間を過ごしました。

時々、アメリカとかヨーロッパ等の子供には「godmothe r」と
「godfather」という人がいます。それらの人々は、子供の両親に
よって選ばれます。ゴッドマザーとゴッドファーザーの仕事は、子供の両
親と一緒に子供を守って、教えて、お世話をすることです。フェアリー
ゴッドマザーのことを聞いたことがありますか？シンデレラにそういう人
がいます。彼女は魔法でシンデレラを助けます。そして、「ゴッドファー
ザー」という映画を見たことがありますか？この映画の中で、マーロン・
ブランドはアル・パチーノのゴッドファーザーです。(もちろん、映画とお
とぎ話の中のゴッドマザーとゴッドファーザーの仕事は実生活ととても違
います！）

Everyone, it’s been a while!  I have 
some sad news.  From now on, the 
“Happy Column” will just be from 
me.  My partner Tim-sensei has 
finally returned to America.  Let’s 
all send him good wishes for the 
future! I will do my best by myself. 
But Nichinan is a town where you 
can’t feel lonely.  The people are 
too kind and friendly for that.
For some happier news, I had a 
wonderful summer vacation. I 
went to visit my family in America 
with my girlfriend.  We went to the 
beach together!  My family is very 
big, so we were 11 people.  Me, 
Laura (my girlfriend) Chris (my 
father) Deema (my mother) Joe 
(the older of my younger brothers) 
Alexandra (Joe’s girlfriend) Paul 
(the younger of my younger broth-
ers) Claire (Paul’s girlfriend) Susan 
(my younger sister) James (her 
husband) and baby Oliver (Susan 
and James’s son.)  And my uncle 
and godmother also came to visit 
the beach house.  Together, we had 
a very fun and relaxing time.

外国語指導助手
ヘンリーの

～手話を学べば世界が広がる！～
「手話教室 【入門編】 開催のお知らせ」

　日南町手話サークルでは、手話教室（入門
編）を開催しています。手話に関心をお持ち
の方、一緒に手話で話してみませんか？
　筆談あり、手話あり、ジェスチャーあり、
日常使う手話の学習やゲームなどを取り入れ
た楽しい学習です。初めての方も大歓迎です。
〈10月・11月の日程〉
10月16日(日)、11月6日(日)、11月20日(日)
時間：14時～15時30分
場所：日南町文化センター
問合せ先：石田由香里（080-3052-9933）
　　　　　浅野　博美（090-9734-1887）

①スイカ
①「スイカ」
　両手を軽く曲げて
上に向け、口元で左
右に動かす

②みかん

③バナナ

②「みかん」
左手の指をすぼめ、右手
で皮をむく動作をする

③「バナナ」
左手を軽く握って、右手を
左手の上から2～3回おろす

秋ですね！新米の季節、食べ物がおいしくて太ってしまいます。
そういえば皆さん、道の駅には多目的ルームや共同加工場、軒先
の利用ができることはご存知でしょうか？
こういう加工品を作ってみたい！体験教室をしてみたい！など、
それを実現できる場所の提供が可能です（有料）
ぜひご活用してみてくださいね！お問い合わせは下記まで！

おススメは土日限定で入荷する「クリームパン」
です！とろ～りと口当たりのよいカスタードクリ
ームがたっぷり入ってますよ！
ぜひ１度食べてみてくださいね！


