
～セミナーのDVDを町内の各図書館や公民館、文化センター、教育委員会で貸し出しています～
①「コロナの現状とこれから」（48分番組）鳥大医学部附属病院　千酌　浩樹 氏
②「ハラスメントと人権」（48分番組）鳥取県人権文化センター　岡　研司 氏
③「高齢社会における男女共同参画」（37分番組）よりん彩　大田　雅子 氏

問い合わせ先  伯耆町教育委員会事務局　人権政策室　TEL 0859-62-0713

テーマ 【同和問題】～部落差別の現状から学ぶ～
と　き ９月３日（金）15：30 ～ 17：00
ところ 文化センター（伯耆町三部590番地９）
内　容 開講式、講義・フィールドワーク
講　師 奥田　剛 氏（伯耆町文化センター 生活相談員）

テーマ 【普遍的な人権】～あなたはどこに立つ？～
日　時 ９月17日（金）14：00～15：30
会　場 溝口武道館（伯耆町長山292番地）
内　容 ワークショップ（参加型学習）
講　師 澤田　真美 氏（大山町人権・同和教育推進協議会前事務局長）

～９月はふたつの講座を実施します～
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ニュースレター①

　こんにちは！ジャレット・ヘットランドです。やっと伯耆町
に来ることができてとても嬉しいです。
　私の出身はカリフォルニア州です。私のふるさとは南カリ
フォルニアにある町で、天気はいつもからっとしたとびきりの
快晴です。町には、いつも旧名物のオレンジの香りがしてい
た懐かしい思い出がたくさんあります。大学は、テキサス州
北部の大学に通っていて、日本語と映像マスコミを勉強しま
した。テキサス州には伯耆町と同じところが色々あります！特
に気候が似ていて、夏はとても蒸し暑く、冬になると時々雪
が降ることもあります。そして、伯耆町はテキサス州と同じく、
とてものんびりとした空気が流れていて、人々はとても優し
いです。
　趣味は映像を作ることや日本語を勉強することです。私は
日本語を勉強することが大好きなので、私を見かけたら、ぜ
ひ「こんにちは！」と声をかけてください！家業はお酒や食べ
物を販売している店を営んでいるので、新しい食べ物を食べ
たりお酒を飲んだりすることが大好きです。
　鳥取県は景色がとても美しくて、人々は優しいですし、食
べ物もおいしいです！鳥取県を巡って様々な美しい景色を見
てみたくてたまりません。
　最後に、子どもたちや地域のみなさんに英語や文化を教
えられることを光栄に思います。アメリカを代表して、伯耆町
のみなさんに英語を教え、ALTとして地域に貢献したいと思っ
ています。
　どうぞよろしくお願いいたします。

ジャレット・ヘットランド

Newsletter #1

Hello! My name is Jaret Hetland. 
I ’m so happy to have finally 
arrived in Houki-cho! 
I was born in Southern California. 
In  Southern Cal i fornia ,  the 

weather is always sunny and perfect. I have 
many nostalgic memories of how my hometown 
always smelled of oranges, our former specialty. 
At a University in Northern Texas, I studied 
Japanese and ‘Converged Broadcast Media’. 
Texas is similar to Houki-cho in many ways! In 
particular, the weather is very similar. During 
the summer Texas is very hot and humid. It even 
snows occasionally in the winter! Both Texas 
and Houki-cho are very laid back, with very 
friendly people. 
Some of my hobbies include making short 
videos and studying Japanese. I love to study 
Japanese, so please say Hello! My family runs a 
store that sells beer, wine and food, so I love to 
try new food and alcohol!
Being here in Tottori-Prefecture makes me so 
happy! The scenery is absolutely beautiful, 
the people are very friendly, and the food is 
delicious! I can’t wait to see all of the beautiful 
scenery when I  begin exploring Tottori 
prefecture!
I’m honored and happy to begin teaching. I 
hope I can represent America, teach the people 
of Houki-cho English effectively, and serve the 
community as an ALT.
Nice to meet you! Jaret Hetland
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