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19　  広報にちなん 28.11 月

平成 28 年 9 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９月16日〜平成28年10月15日受付分）

しています。

■世 帯 2,118（－   16） ■人 口  4,955 （－   32）

■    男 2,310（－   15） ■    女  2,645 （−    17）

比　田　道　惠　   89歳　　　  多　里
古　井　富　代　   82歳　　　  阿毘縁
原　　　　　學　   75歳　　　  三　栄
田　邊　桃　枝　   86歳　　　  多　里
山　本　時　枝　   96歳　　　  下石見
塚　原　政　子　   78歳　　　  宮　内
古　都　昭　夫　   79歳　　　  印　賀
福　原　正　敏　   85歳　　　  上萩山
山　脇　美　子　   96歳　　　  笠　木
長谷川　正　一　   88歳　　　  印　賀
西　村　黎　江　   87歳　　　  萩　原

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

石　橋　弘　充　　　　　　　　阿毘縁
(瀬尾) 　加寿美　　　　　　　(米子市から）

ご結婚おめでとうございます

氏　　名　　       　　届  出  人　　　        住　所 
増　田　　　仁　   雅　広　　　  神　福

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 ～

道の駅にちなん日野川の郷
Ｔ Ｅ Ｌ：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

今日のポイント　horror movie

　ハッピー・ハロウィン！アメリカ人やイギリス人のように「トリック・
オア・トリート」をしない日本人も、ハロウィンを一緒に楽しむ方法を考え
ました！すばり、ハロウィン映画を見ることです。10 月のアメリカではど
の映画館でも、ホラー映画が上映されるんですよ。映画館の快適な席で恐怖
を感じるのは楽しいですよね？ホラー映画が好きな人に、私のおすすめは
『フロム・ダスク・ティル・ドーン』と『ショーン・オブ・ザ・デッド』です！
吸血鬼とゾンビの映画です。『フロム・ダスク・ティル・ドーン』は、メキシ
コの吸血鬼でいっぱいのクラブに迷い込んだヒーローが、逃げ出すために
戦う映画です。『ショーン・オブ・ザ・デッド』はイギリスのホラーコメディー
です。主人公であるサラリーマンのショーンが、お気に入りのバーを親友と
彼のお母さんと継父と一緒にゾンビから守るという映画です。どちらもす
ごく面白いですけれど、子供向けの映画ではありません。子供とホラー映画
が苦手な人に、おすすめ映画は『コープスブライド』と『コララインとボタン
の魔女』です。『コープスブライド』はティム・バートン監督のロマンチック
コメディーです。「死体の花嫁」との結婚を題材にしたとても楽しい映画で
す。『コララインとボタンの魔女』は、私の一番好きな作家であるニール・ゲ
イマンの作品が原作のアニメ映画です。好奇心旺盛な少女・コララインが
異世界を発見するという映画です。皆さん、いっしょにハロウィンを楽しみ
ましょう！

「horror movie」の意味はもちろんホラー映画です。別の名前もあります!
時々このような映画は「scary movie」と呼びます。この意味は「恐ろし
い映画」です。スラッシャー映画なら、「slasher movie」といいます。お化
けの映画なら、「monster movie」の分もあります。どの名前もこの時期
に楽しいですね！

Everyone, Happy Halloween! I know that Japanese people don’t 
really“trick-or-treat”like Americans or English people do, so I 
thought I would share something that everyone can enjoy at 
this time of year.  Halloween movies!  In October, the movie the-
aters are full of horror movies.  It’s fun to experience fear from 
the comfort of a movie theater seat, right?  If you like horror, 
I recommend“Dusk‘til Dawn”and“Shaun of the Dead.” They 
are a vampire movie and a zombie movie. In “Dusk‘til Dawn,” 
the heroes must fight to escape from a club full of vampires in 
Mexico. 

“Shaun of the Dead” is a British horror-comedy.  In this movie, 
an office worker named Shaun, his best friend, his mother, and 
his stepfather must defend Shaun’s favorite bar from zombies.  
Both of these are very interesting movies, but they are not for 
children at all.  For children and people who do not really like 
horror, I recommend“Corpse Bride”and“Coraline.”“Corpse Bride”is a 
romantic comedy made by Tim Burton. It is about a zombie 
bride, but it is a very funny movie, and not scary at all.  Coraline 
is based on a book by my favorite author, Neil Gaiman. The 
main character, Coraline, is a curious girl who discovers another 
world.  Let’s enjoy Halloween together, everyone!

外国語指導助手
ヘンリーの

「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、一緒に手話を学
習して、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
た楽しい学習を行います。初めての方も大歓
迎です。
11月・12月の日程
11月6日(日)、11月20日(日)、12月4日(日)
時　間：14：00 ～ 15：30
場　所：総合文化センター
問合せ先：石田由香里（080-3052-9933）
　　　　浅野　博美（090-9734-1887）

①紅葉狩り
①「もみじ」
「赤」右手の人差し指を伸
ばしてくちびるにあて、右
に引く

「もみじ」右手の人差し指
で、左手の指をなぞる（も
みじの葉の形を表す）

②見る

　こんにちは！
地域おこし協力隊(主に商品開発支援担当)の福島です。
今回紹介するのは４種のアイス！新商品の登場です！えっ！？
この時期に！？そうおっしゃら
ず一口食べてみてください。
素材の味が濃厚で、とてもおい
しいですよ。
　この素材を活かしたい、何か
作ってみたい、けどどうすれば
いいかわからない等悩み事があ
りましたら福島までご相談くだ
さいませ。

②「見る」
右の親指と人差し
指で輪を作り、右
目に持ってきて、
少し前に出す
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～手話を学べば世界が広がる！～

新商品登場！新商品登場！新商品登場！


