
①「あけましておめでとう」
「あけまして」
両手の人差し指を伸ばし、手首
をひねって、真ん中に持ってくる
（一月一日を表す）

「おめでとう」
すぼめた両手をパッと開きなが
らあげる

③「よろしくお願いします」
両手を下向きにして体の前に
おき、少し下げる

左手を丸め、右手の人差し指
をトンとあてる

19　  広報にちなん 29.1 月

平成28年11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11月16日〜平成28年12月15日受付分）

しています。

■世 帯 2,124 （−   1） ■人 口  4,948 （−   17）

■    男 2,303 （−  14） ■    女  2,645 （−    3）

智　下　　　茂　   87歳　　　  中石見

中　村　和　恵　   53歳　　　  神　福

飛　田　忠　君　   90歳　　　  霞

田　邉　　　登　   98歳　　　  下阿毘縁

増　原　春　義　   91歳　　　  新　屋

田　邊　房　夫　   87歳　　　  丸　山

お悔やみ申し上げます

氏　　名　       　　    年　齢　　　　     住　所

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

英語のポイント　：LASTの使い方

　皆さん、日本でも「last Christmas」という歌が人気ですよね？私は
よくラジオとかカラオケとか、教室でも聞いたことがあります。歌の歌
詞は英語なのにわかりやすいと思います。でも、歌の名前は実際には二
つの意味があります。歌詞の中に、「昨年のクリスマス」の意味が使わ
れています。「last」は「さっきの」の意味で使います。でも、その
「last」は「最後の」の意味もあります。私にとって、今年はたぶん
「last Christmas」のようなものになるでしょう。それは、日本での最
後のクリスマスになります。ちょっと寂しい感じですけど、「First 
Christmas」でもあります。なぜならば、ガールフレンドが初めて日本
に来て私たちはクリスマスを一緒に過ごします。（それは東京で1月な
のにね。）なぜそういう遅いときでも「クリスマス」と呼ぶのでしょう
か？それは「12 days of　Christmas」のことからです。そういう名前
の歌を聞いたことがありますか？その歌の中で、主人公は恋人から12
月25日から12日間、毎日一つのプレゼントをもらいます。その12日間
は「The Twelve days of Christmas」と呼びます。だから１月６日まで
はまだちょっとクリスマスの気分を味わうことができますよね？　だか
ら、「last Christmas」でもうれしいです。　皆さんも今年のクリスマ
スは大切な人と楽しんでください！

Everyone, the song called “Last Christmas” is popular in 
Japan too, right?  I hear it on the radio, in karaoke, and even 
in the classroom.  Even though it’s in English, I think the song’s 
lyrics are easy to understand.  But the song’s name actually 
has two meanings.  In the song, the meaning “last year’s 
Christmas” is used.  The meaning of “last” which means “
previous” is used.  But “last” also has a meaning which 
means “final.”  For me, this year will probably be that kind of 

“Last Christmas.”  It will be my last Christmas in Japan.  It 
feels a little sad, but this is also a “first Christmas”  because 
my girlfriend will come to Japan to visit me for the first time, 
and we will spend our first Christmas together.  (Even 
though that visit will be in Tokyo, and it will happen in Janu-
ary.)  Why do I still call such a late time “Christmas?”  That’s 
because of “The Twelve Days of Christmas.”  Have you 
heard a song with that name?  In the song, the protagonist 
gets a gift from his love every day for twelve days after De-
cember 25th.  Those twelve days are called “The Twelve 
Days of Christmas.”  So until January 6th, you can still get a 
Christmas feeling, right?  That’s why I’m happy, even if it’s my 

“Last Christmas.”  Everyone, please enjoy this Christmas 
with your loved ones, too!

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。

2月の開催予定日　2月  5日(日)
  　　　　　　　　2月19日(日）
*平成29年は2月から開催となります。

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）

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　亀井　麻美

得意技　ネイルアート

日野川の郷を笑顔で
盛り上げられるよう
にがんばります。

亀井さんのおススメ亀井さんのおススメ

直売所スタッフを紹介します！

　明けましておめでとうございます！2017年も道の駅にちなん日野川の郷をど
うぞよろしくお願いいたします。
　日野川の郷の今年の目標は「町内へどんどん飛び出していき、町民の方とのふ
れ合う機会をふやすこと」です。今年もイベントをたくさん用意しております。
皆様にお楽しみいただけるよう頑張ります！

　私がおススメする商品は、芋大福日野川の郷、通称「浜のイモ太」です。
弓ヶ浜産ブランドさつまいもの浜のイモ太と日南町産の一等米もち米を使用
したイモ大福、やわらかな生地となめらかなイモ餡の自然な甘みがクセにな
ります。是非一度ご賞味ください。

「Last」は二つの意味があります。一つ目は「さっきの、その前の」の意味です。
例えば：「Last　week」＝　先週
二つ目は「最後の、ラストの」の意味です。この意味を使いたいとき、「the　
last」とか、「誰々のlast 何とか」と言ってください。
例えば：「the　last　day」＝　最後の日
ボーナス：「the　last」の後に「of」も付けると、「最後の残っている何とか」の
ような意味です。
例えば：「the　last　of　the　rice」＝　最後の残っているご飯

今年 ②「今年」
両手を下向きにして体の前に
おき、少し下げる

左手を丸め、右手の人差し指
をトンとあてる

横から
見たとき


