ところ

時

間

11日
（金）

出張子育て支援センター

岸本保健福祉センター

9：00〜11：30
13：30〜16：00

15日
（火）

マタニティーひろば
（玩具作り）

ひよこの部屋

10：00〜11：30

17日
（木）

おはなし会
（絵本の読み聞かせ）

ひよこの部屋

10：00〜10：30

19日
（土）

にこにこどようび

ひよこの部屋

9：00〜11：30

24日
（木）

0歳対象 わくわくひろば

ひよこの部屋

10：00〜11：30

25日
（金）

1歳対象 わくわくひろば

ひよこの部屋

10：00〜11：30

28日
（月）

2歳以上対象 わくわくひろば

ひよこの部屋

10：00〜11：30

1

12月31日
（月）
〜1月3日
（木）
はお休みします。
1 マタニティーひろばは、妊婦の方が対象です。
【問い合わせ先】
2 行事の詳細は、
「すくすく便り」
に記載していますので、ご覧下さい。
（すくすく便りは、各保育所、各図書館、健康増進室に置いていますので、ご利用下さい。） 伯耆町子育て支援センター
3 年齢制限のある行事以外は、にこにこデーとして、どなたでも利用できます。
☎６2−0130

A L T 通 信

（第13回）

Hello everyone!
Josh here again, it’s such a great pleasure to
be writing to you all again.The leaves have
changed from green to gold and red, and
Daisen is wearing a clean coat of season
snow. Winter in Tottori is beautiful.
Recently I've been so busy in my new home
of Kishimoto. I have played wadaiko for 9
years; 8 years in Tasmania, and 1 year here
in Houki with Fuujin Daiko.
Recently we had the Kinaiya Matsuri and
Fuujin Daiko hosted the wadaiko concert
Kyo-Sou-Gaku in the Kishimoto's Kaizen
Centre. It was very popular this year. Many
people came to have fun with wadaiko
groups from all over Tottori. I tried hard to
learn a new song for this concert. It was my
group’s original piece and it's very exciting.
Before the performance I felt a little
nervous. It wasn't only the new song that
made me nervous; I also had an interview
with Chukai TV after the performance. Waa!
And the interview had to be in Japanese.
Waa! The interview was more worrying than
my performance. But, the people from
Chukai TV were very kind and patient, so it’s
because of them that I felt I could do my
best.

伯 耆 町 子 育て支 援センター

事

月 の行事

行

と き

このコーナーは、外国語指導助手（ALT）による
エッセイを、英語と日本語で紹介します。

皆さんこんにちは！
再び筆を取れることをうれしく思います。木々が紅葉し、大山もすっかり
雪のコートを着ましたね。鳥取の冬はとても美しいと思います。最近、私は第
二の故郷、岸本で忙しく過ごしています。私は9年間和太鼓と親しんでいま
す。8年間はタスマニアで、1年間はここ岸本の風神太鼓です。
先日、私たち風神太鼓はきないや祭に参加し、農村環境改善センターで
「響奏楽」
を開催しました。今年も大盛況で、たくさんの方々にお越し頂き、鳥
取県の和太鼓グループの演奏を楽しんで頂くことができました。私は今回の
演奏のために、一所懸命新しい曲を練習しました。その曲は私たちのグルー
プのオリジナル作品で、
とても素晴らしい曲です。
演奏会の前、私は少し神経質になっていました。それは新しい曲のせいだ
けでなく、中海テレビのインタビューがあったからです。ひゃー！なんと全部日
本語のインタビューだと思ったのです。ひゃー！そのインタビューは私たちの演
奏会よりも不安でした。しかし、中海テレビの方々はとても親切で、私の話を
辛抱強く聞いてくれたので、無事にインタビューを終えることができました。
私は皆さんともっとお話がしたいので、日本語の勉強を続けています。私
は出会った方々、皆と友達になりたいと思っています。どうぞ気軽に私に話
しかけてくださいね。
ジョシュ

Lastly, I have been studying Japanese so
that I can talk with you all. I hope to become
friends with everyone I meet. Please come
and say hello!
Josh
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