
荒　木　悦　子　   95歳　　　  多　里

今　倉　富佐子　   90歳　　　  　霞

川　田　邦　廣　   88歳　　　  河　上

増　田　恒　子　   94歳　　　  福　塚

櫃　田　　　忠　   86歳　　　  三　吉

藤　原　辰　子　   86歳　　　  新　屋

宮　本　末　子　   91歳　　　  中石見

田　邊　皓　三　   83歳　　　  宮　内

古　都　博　志　   74歳　　　  印　賀

花　倉　弘　美　   92歳　　　  豊　栄

田　邊　露　子　   93歳　　　  生　山

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

氏　　名　　       　　届  出  人　　　        住　所 
前　田　大　翔　   昭　彦　　　    霞

古垣内　逢　宮　   大　輔　　　    霞

長谷川　楓　貴　   直　人　　　    霞

桑　原　　　岳　   駿　佑　　　  生山

ご誕生おめでとうございます

①「卒業」
頭を下げながら、両手のこぶし
を少しあげる（おじぎをしなが
ら、卒業証書を受け取る様子を
表す）

②「別れる」
体の前で両手の４本の指の背を
合わせてから、左右に離す

③「悲しい」
両手の親指と人差し指の先をつ
けて目の下に置き、下げる
(目から涙がこぼれる様子を表す）
（「かわいそう」「泣く」「涙」
という表現でも使う）

＊片手で表現することもできる

（平成29年１月16日〜平成29年２月15日受付分）

平成29年１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
しています。

■世 帯 2,100 （−  18） ■人 口  4,896 （−   32）

■    男 2,278 （−  13） ■    女  2,618 （−   19）

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　　　　　　　 ：9:00～ 18:00
　　　　：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

　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。

３月の日程　3月  5日(日)
時　間：14時～15時30分
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）

道の駅の情報をお届け！
～ 道の駅員とおススメの紹介 ～

名前　中村　美由紀

得意技　くちぶえ、絵を描く

何かの賞をとることを
目標にどんどんチャレ
ンジしていきたいと思
っています。

中村さんのおススメ中村さんのおススメ

今月の駅員

ここでしか買えない「浜のイモ太」。解凍を待つ時間が楽しいです。
日本酒も気になりますね。全制覇目標。そして雑貨！いつまでも見て
いたいです。一点物が多いのでプレゼントに最適ですよ。あとはスタッ
フの笑顔！

　コタツから出たくない日が続いております。皆様いかがお過ごしでしょうか？
冬といえば「雪」ですが、日南町に来て驚いたのは冬野菜がとても甘いこと
です。雪の下で育った野菜（とくにネギや白菜）は緑色ではなく黄色になり（日
光に当たらないから？）柔らかい食感が特徴です。
　雪の下で育った野菜をしっかり食べて、風邪を引かないように気をつけましょう！

15　  広報にちなん 29.3 月

英語のポイント：whaleshark「ジンベイザメ」

　皆さん、お元気ですか？もうすぐ心温まるバレンタインですが、
外は寒いですね！そんな寒いときでもその温かさとチョコレートは
悪くないですね。だから、私は皆さんが温まるようなニュースを伝
えようと思います。そのニュースとは、「私が婚約していることで
す！」今年の冬休み、私の彼女（これから私のフィアンセ）Laura　
Rahn「ローラ・ラーン」は出身地のドイツの「デュッセルドルフ」
市から私に会うために初めて日本に来てくれました。私は彼女を東
京、京都、大阪に案内しました。いろいろと有名な場所を一緒に見
ましたが、私がプロポーズしたところは大阪の海遊館でした。なぜ
なら、ローラは前からジンベイザメが大好きで見たがっていたから
です。彼女と一緒にその美しい動物を見た時間は最高にロマンチッ
クに感じて、ちょうどいいチャンスだと思いました。彼女の答えは
「イエス！」でした！私たちの結婚は、いろいろと事前の準備が必
要です。何年後になるかわからないけど、その嬉しい日が来たら、
たくさんの写真を大好きな日南町に送ります。皆さんも、温かいバ
レンタインを！

Everyone, are you well? Soon it will be the heart-warming 
Valentine’s Day, but outside it’s cold! Some warmth and choco-
late aren’t bad, right?  So I thought I’d share some warm news 
with you all.  And that news is: I’m engaged!  During this 
year’s winter vacation, my girlfriend, my fiancce from now 
on, Laura Rahn came from her hometown of Dusseldorf, 
Germany to meet me in Japan for the first time!  I showed 
her Tokyo, Kyoto, and Osaka. We saw a lot of famous places, 
but the place where I proposed was Osaka Kaiyukan 
Aquarium.  The reason is this: Laura has always loved 
whalesharks, and has always wanted to see them.  For her, 
seeing these beautiful animals for the first time with me was 
the perfect romantic feeling, so I thought that it would be my 
perfect chance.  Her answer was “Yes!”  Before we get mar-
ried, of course there are many things we must do to prepare. 
It might be years later, but when that happy day comes, I 
will send lots of pictures to my beloved Nichinan!  Everyone, 
I wish you a warm Valentine’s Day!

外国語指導助手
ヘンリーの

ジンベイザメは日本語で、肌に甚平のような模様があることから名前が付
けられました。英語圏の国では、［甚平］の服がメジャーではないので、
ジンベイザメが鯨と同じように大きいことから、「whaleshark」と呼ぶ
ようになりました。「whale」の意味は「鯨」で、「shark」の意味はサ
メだから、一緒に併せて「whaleshark」になりました。ちょっとPPAPの
ようかな．．．

′

『卒業』

「手話教室のお知らせ」


