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平成28年10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10月16日〜平成28年11月15日受付分）

しています。

■世 帯 2,125 （＋   7） ■人 口  4,965 （＋   10）

■    男 2,317 （＋   7） ■    女  2,648 （＋    3）

井　川　吉　治　   80歳　　　  三　栄

西　村　　　敦　   59歳　　　  菅　沢

増　原　トシコ　   91歳　　　  新　屋

田　邊　シゲ子　   93歳　　　  矢　戸

荒　金　和　夫　   87歳　　　  生　山

田　邊　千　枝　   93歳　　　  花　口

天　崎　清　二　   92歳　　　  生　山

濱　田　茂　夫　   65歳　　　  上萩山

松　浦　　　翠　   94歳　　　  下石見

お悔やみ申し上げます

氏　　名　       　　    年　齢　　　　     住　所

氏　　名　　       　　届  出  人　　　        住　所 
藤　島　千　秋　   信　行　　　  上石見

渡　邊　毬莉亜　   和　彦　　　  　霞

高　橋　希　衣　   公　基　　　  下石見

ご誕生おめでとうございます

道の駅にちなん日野川の郷
Ｔ Ｅ Ｌ：82-1707、FAX：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　：native

　秋になり、どんどん寒くなっていますね。これからは外の寒さと暖かい夜
が楽しみですね。日南は特に秋が美しいと思います。山の森の色が変わって、
すてきな景色になります。今日、日野郡中学校文化祭で「ふるさと」を歌い
ました。心にふるさとのアメリカの思い出があふれました。
　ところで、11月はアメリカにとってとても重要な月です。４年に１度の大
統領選挙があり、また、アメリカで最初の「Thanksgiving（感謝祭）」が
あった月だからです。ご存知かもしれませんが、アメリカ人にとって「感謝
祭」とは「感謝」を表すための休日です。最初のアメリカ人がアメリカに
やって来たとき、すでに１１月で冬が迫っていました。そのため、食料が十
分ではなく、生きのびることさえできるか分かりませんでした。絶望の淵で、
「Native　Americans（ネイティヴ・アメリカン）」が手をさしのべてくれま
した。（「Native」は今月のポイントです！）ヨーロッパから来たアメリカ
人とネイティヴ・アメリカンは一緒にごちそうを食べて祝いました。ですか
ら、11月はアメリカという国が始まった月とも言えます。
　だから今でも、アメリカ人は11月24日の「感謝祭」には家族とごちそうを
食べます。その時、私たちは各々何かに対して感謝の言葉を言います。私は
今年、家族と彼女と友達、そして、この素晴らしい仕事とこの美しい町に感
謝します。Happy　Thanksgiving！

「Native　American」は昔からアメリカにいた先住民族のことです。今
でもアメリカにいます。「Native」とは「固有の」、「地域の」、「昔か
らその国にいた」というような意味です。ぜひ使ってみてください！

Everyone, it’s getting colder and colder.  We’ve entered fall.  From 
now on, let’s enjoy cold days outside and warm nights at home!  I 
think that Nichinan is particularly beautiful in the fall.  When the 
colors of the mountain forests change, you can see a beautiful view.  
Today, I sung “Furusato” at the Hino Prefecture Prefectural Culture 
Festival.  When I sung that song, it reminded me of my homeland, 
America.
  November is a very important month for America.  Every four 
years, it is the time that we choose a new president.  And in the 
past, it was when our country began.  This was America’s 
first “Thanksgiving.”  Maybe you remember that word.  It’s a holi-
day for Americans to show gratitude.  When the first Americans 
came to America, they didn’t know if they could even survive for 
one year.  It was November when they arrived, so winter was close.  
They did not have enough food.  But at that time of despair, 
America’s “Native Americans” helped them!  (‘Native’ is this month’s 
English Point!)  To celebrate, they ate a wonderful meal together.
  That’s why even now, on the 24th of November this year, Ameri-
cans eat together with their families.  At this time, we often each 
say what we are thankful for.  This year, I am thankful for my 
family, my girlfriend, my friends, this wonderful job, and this beauti-
ful town.  Happy Thanksgiving!

外国語指導助手
ヘンリーの

「手話教室のお知らせ」
　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？
初めての方も大歓迎です。

12月の日程　12月4日(日)
*平成28年の最後の開催日です。
平成29年は2月から開催予定です。
時　間：14時～15時
場　所：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）

クリスマスプレゼント楽しみだな～

①「クリスマスプレゼント」
「クリスマス」
両手の人差し指を交差させて[Ｘ]
（XmasのXの文字から）を作り、
同時に斜め下に引く

「プレゼント」
右手でリボン（プレゼントの箱の
リボン）を持つようにし、左手を
添えて自分の方に引く

②「楽しみだな～」
「楽しみ」
両手を折り曲げ、親指以外の指の指
先を胸に向け、交互に上下に動かす

「(期待して)待つ」
右手の親指以外の4本の指を折って、
あごの下にあてる
（首を長くして待つ様子）

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
名前　西澤　功

得意技

　多趣味、広く浅く

町民全員で広報マンに
なりましょう。
日南町ブランド品を増
やし小さな町から世界へ

※写真は一例です。
　お好きな組み合わせをどうぞ。

西澤さんからのお知らせ西澤さんからのお知らせ

10月23日(日)道の駅で第１回昭和の名車チャリティーミーテ
ィングを行いました！集まった車はなんと96台！チャリティ
ーオークションでは57,540円集まり、日南町交通安全対策
協議会に寄付いたしました。この日は食のバザールもありまし
たので、町内は大変にぎわいました！道の駅では定期的にイベ
ントを行います。お楽しみに！

道の駅でお歳暮・ギフトはいかがですか？
日南町の特産品等をご自由に
詰め合わせていただけます。
贈り物などにご活用くださいませ。


