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問題をよく読んで、 つの答えの中から
正しいものを選び、ハガキに書いて送って
ください。正解者の中から抽選で 10 人に
図書カードをプレゼントします。

少年少女剣士募集
小学生の皆さん、一緒に剣道を始めてみませんか。

問題
問①日本で初めて御船層群から発見された
後獣類の歯の化石は何という恐竜のも
のでしょうか。
Ａ−デルタテリディウム
Ｂ−デルタテリリィウム
Ｃ−デルタテロリィウム
（ヒントは、４ページ）

◉応募方法
ハガキに答え
（例、①−Ａ）とあなたの住所、
氏名、年齢を書いて、〒861‒3296 御船町役
場
「広報クイズ」係まで郵送してください。
（コメントやイラストもお待ちしております）
◉締め切り
平成29年10月31日 （当日消印有効）
◉９月号の正解
①−B
◉９月号の当選者
応募総数23通で正解は23通でした。
抽選の結果、次の10人に図書カードをお
送りします。
（敬称略）
井手神太郎
（辺田見）／本田かつ枝（滝

尾）

吉田

洋昭
（木

倉）／廣田

真弓（高

木）

里山

留菜
（木

倉）／宇藤山瑠美（木

倉）

髙村

康子
（豊

秋）／田川

博子（高

木）

藤田

栄子
（高

木）／那須

美穂（木

倉）

にし だ あお と

西田葵音くん（
■練習曜日

毎週火・木・土

■練習時間

18時〜19時30分

■場

スポーツセンター２Ｆ剣道場

所

■対 象 者

A Trip With My Brother

配藤美咲ちゃん（

歳）

豊秋
（平成23年10月26日）

小坂
（平成23年10月30日）

小坂
（平成24年10月18日）

がんばりやの葵ちゃん。
これからも沢山の事に挑戦
してね！葵ちゃん大好き♡

歳おめでとう！
来年は小学生になるので、
勉強頑張ろうね！

可愛い物が大好き☆色々とこだわりも出
てきておませな美咲ちゃん̿これからも
笑顔の素敵なみーちゃんでいてね♡

（昌平お父さん

（真也お父さん 佳奈子お母さん）

（実お父さん 留利子お母さん）

沙織お母さん）

まずは、見学にお越しください。
御船翔鷹館で仲間と共に
やま した はる き

山下晴輝くん（

剣の道を学びましょう̶

みふねの輪は、町内で活動するサークルなどの「メンバー募集」や
町内の公共施設で開催される「イベント」などを案内するコーナーです。
掲載を希望する場合は、掲載したい月の前月20日までに役場総務
課管理係（☎282-1111）へ申し込んでください。

VOL. 5

I had a busy summer vacation. My brother came to visit
from America, and we travelled to Tokyo, Kyoto, Nara,
Himeji, Hiroshima, and Fukuoka. In Tokyo, we visited
the Tsukiji fish market, while in Kyoto and Nara we
visited temples and shrines. Next we went to Himeji
and saw the white Himeji castle. Then we went to
Hiroshima and visited the peace park and ate
okonomiyaki. Finally, we went to Fukuoka and my
brother flew back to America. Bullet trains made
travelling through Japan easy and fun. I hope to go
visit more places in Japan when I have time!
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はい とう み さき

歳）

小学生（町外も可）

弟との旅行

クリス先生の英会話

やま した とも や

山下智也くん（

歳）

すぎ た

けい

杉田 圭ちゃん（

歳）

やま した り

歳）

こ

山下璃子ちゃん（

歳）

御船
（平成25年10月31日）

木倉
（平成26年10月22日）

小坂
（平成27年10月 日）

甘えん坊だけど、人を笑わせるの
が大好きな晴輝♪これからも、
のびのび、晴輝らしく成長してね

甘えん坊だった圭もお姉さ
んになり、妹のお世話をす
すんでしてくれます♡

歳おめでとう！おしゃべ
り好きのりこちゃん！
たくさんお話しようね！

（崇お父さん 美春お母さん）

（真也お父さん 佳奈子お母さん）

（史紘お父さん

幸美お母さん）

和訳例

忙しい夏休みでした。アメリカから弟が訪
ねてきてくれて、東京、京都、奈良、姫路、
広島、そして福岡を旅しました。東京では、
築地市場に行き、京都と奈良にいる間は、寺
や神社を巡りました。次に行った姫路では、
白い姫路城を見ました。それから広島へ行き、
平和公園を訪れ、お好み焼きを食べました。
最後に、福岡へ行き、弟はアメリカへと帰り
ました。新幹線で日本中を旅することは、簡
単で楽しいものでした。時間があるときに、
日本のもっといろんなところを訪ねていけれ
ばいいなと思います。

しま だ

な

な

嶋田夏々ちゃん（

やま した そう ま

山下湊馬くん（

歳）

いの うえ

歳）

井上さわちゃん（

歳）

木倉
（平成27年10月21日）

辺田見
（平成28年10月 日）

木倉
（平成28年10月17日）

お外遊びが大好きな夏々
ちゃん！これからも元気に
育ってね！

お誕生日おめでとう！
お姉ちゃんと仲良く元気に
^
育ってね ^^

家族、ご近所の皆さんに可愛がら
れ、すくすく育ってます ☺ これ
からもよろしくお願いします！

（陽輔お父さん 未佐紀お母さん）

（勲お父さん 香緒里お母さん）

（登お父さん 美由紀お母さん）

来月号は、11 月にお誕生日を迎える満
掲載希望の人は、10 月 31 日

歳から満

までに役場

歳までの みふねのアイドル を先着16人で募集します。

階総務課広報窓口で直接お申し込みください。
（電話予約は不可）
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