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社会教育推進だより
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﹁日野上バレーボール同好会﹂
代表の大塚裕介さんにお話を伺いました︒

3030

バレーボールは楽しく ︑ 面 白 い で ～ す ︒

19

外国語指導助手
クラークの

﹁日野上バレーボール同好会﹂を発足したきっかけは︑毎
年︑町で開催されるバレーボール大会への参加がきっかけで
した︒
日野上地域バレーボール部長として選手を集め︑日南町の
大会に参加していました︒部長になって三年目の慰労会の時
に参加選手から︑﹁年に一回だけ大会に出るだけではもの足
りない︒﹂と言う声が多くの人から上がりました︒みんなで
相談して︑次年度から月に一回みんなで練習会をしようと話
がまとまりました︒練習日には︑毎回十二〜十五人が集まり
ワイワイと賑やかに楽しく練習をしています︒練習を重ねる
につれ︑目に見えて上達の度合いがわかる人もあり︑練習の
成果をうれしく感じます︒
この練習会には︑小さい子ども連れの親もおられ︑バレー
ボールをする親の姿をみて子どもたちがバレーボールに興味
を示してくれているのも練習会をしてよかったなと思うこと
のひとつです︒
これからの活動は︑練習試合や︑いつもとは違う練習方法
もやりたいと考えています︒
日野上地域の人だけでなく︑バレーボールに興味をお持ち
のみなさん︑是非一緒に練習しましょう︒
練習日時 場･所

月１回金曜日︵ 時 分〜 時 分︶

日南中学校体育館︵ 年度︶
お問い合せは︑大塚裕介さん
︵電話 ー１０２８︶へお願いします︒

親子で参加して元気一杯に熱い練習を
されています︒大きな声を出して︑日ご
ろのストレスを発散させながら︑チーム
ワークと仲間作りの輪を広げておられる
同好会さんです︒
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11月６日にアメリカで中間選挙がありました。中間選
挙はアメリカ全土で４年に１回行われ、大統領の４年任
期の半分くらいの時期に行います。ですから、「中間選
挙」と呼ばれています。その選挙はアメリカ議会の上院
と下院においてどの政党が多数党かを決めます。いろん
な地方選挙も含まれます。いつもなら、中間選挙に投票
しないアメリカ人が多いですが、今回の投票については
多くの関心が寄せられていました。
投票方法は州によって異なります。ワシントン州で
は、選挙が郵便で行われ、ほとんどの投票者は選挙の日
（今年は11月６日）の三週間ほど前に郵便で投票用紙を
もらいます。記入してから、選挙の日までに郡の選挙管
理課に送るか、指定された24時間利用可能な無人投票箱
に入れます。とても便利な投票方法だと思います。
私は中間選挙で不在者投票をしました。10月上旬、郵
便で投票用紙をもらって、住民投票や、アメリカ議会の
立候補者、州議会の立候補者、裁判官などについて、家
で丁寧に調べてから、記入しました。アメリカ以外の国
に住んでいるので、電子メールで投票用紙を郡の選挙管
理課に送ることができました。最後に選挙管理課のウェ
ブサイトで受け取ったことを確認できました。私にとっ
て不在者投票をするのは意外と簡単で、便利でした。中
間選挙で投票ができて、嬉しく思います。

Last month, on November 6, we had midterm
elections in the U.S. Also referred to as midterms,
they are held nationwide once every four years, halfway
through a president s four-year term. The midterms
determine which political party has a majority in each
chamber of the U.S. Congress, and many state and local
elections also coincide with these elections. Usually,
Americans are not very excited to vote in the midterms,
but this year, I think many people were eager to vote.
In the U.S., the voting process varies from state to
state. In Washington State, elections are conducted by
mail. Most voters receive their ballots in the mail almost
three weeks before Election Day. After filling the ballot
out, voters can either mail it to their county elections
office or drop it off at a designated elections drop box
by Election Day. I think it s a very convenient process.
This time, I voted absentee as an overseas voter. I
received my ballot in the mail in early October, and there
were state and local referendums, candidates for U.S.
Congress, candidates for the State Legislature, and
judges on the ballot. After researching everything on my
ballot, I filled it out and emailed it to the county elections
department. Finally, I was able to confirm that my vote
was counted through the elections department s
website. The voting process was surprisingly easy and
convenient for me, and I m very glad that I could
participate in this year s election.

英語のポイント：ballot
「Ballot」の一つの意味は「投票用紙」です。16世紀から使い始め、由来はイタリア語の「ballotta」だそうです。「Ballotta」とは
投票するための小球で、昔は投票する時に、着色した小球を器物に入れたそうです。

Example sentence：例文
A Washington State voter who loses or damages their ballot can download and print out a new one from the state government s
website.
ワシントン州で登録された投票者は投票用紙をなくしたり、破れたりした場合は州政府のウェブサイトから新しい投票用紙をダ
ウンロードして、印刷することができます。
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