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妹背牛中学校で
２ 国際交流

11 手製マスクケース
30 を寄贈

11 月 30 日、JA 北いぶき女性部妹背牛支部

から妹背牛町社会福祉協議会へ手作りのマスク
ケースが寄贈されました。女性部の皆さんで計

40 個作製されたものです。支部長の田村かなえ
さんは「新型コロナウイルス感染症の影響でほ
とんどの事業がなくなりました。そんななかで

なにかできることはないかと話し合い作りまし
たので活用してください」と話しました。マス
妹背牛中学校 3 年生の社会科の時間に、地

域おこし協力隊の 2 名を講師として招きベト

クケースは町内在住のご高齢の方から順に配布
されました。

ナムについて学ぶ授業が行われました。事前

に寄せられた質問に答えながら進めていく形
式で、日本のカラスが大きくて驚いた話やベ
トナム料理が紹介されました。

生徒代表の堀田恵里果さんからは「今日は

ありがとうございました、妹背牛町の人はみ

んな優しいのでぜひたくさん声を掛けてくだ
さい」と感謝の言葉が贈られました。

12 コロナ禍での
４ 保育所おさらい会

１歳になりました
さつき

咲希

ちゃん

髙橋
成明さん
里香さん

パパと遊ぶのが大好きで

毎日元気に走り回っています。

髙橋

令和元年 12 月 27 日生まれ

認定こども園妹背牛保育所でおさらい会が
行われました。今年は新型コロナウイルス感
染症の影響でお客さんを入れての開催は困
難。そこで、無観客で開催し撮影した映像を
保護者の皆さんに配りました。例年と違う開
催方法に戸惑いもありましたが、子どもたち
は「お客さんがいないから緊張しなかったよ」
と元気いっぱいに発表を行いました。
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わかち愛もせうしひろばの活動に
全国社会福祉協議会から表彰
妹背牛町社会福祉協議会が全国社会福
祉協議会から社会福祉協議会優良活動表
彰を受け、田中町長に受彰報告に訪れま
した。平成 26 年に開設した「わかち愛
もせうしひろば」では食堂やサロン活動、
介護予防運動、井戸端会議などで利用さ
れており、全年齢の住民が集える場、居
場所となっていることが評価され受彰さ
れました。
中易猛会長は「このひろばは町民の皆
さんの心の拠り所になっています。これ
までの活動が認められたことはとてもう
れしいです。新型コロナウイルス感染症
の影響で 12 月いっぱいは活動を停止して
いますが、再開した時はまたたくさん来
ていただきたい」と話しました。

12
８, ９

令和 2 年度交通安全ポスターコンクール

妹背牛町ポスターコンクールが開催され
11 月 26 日に選考会、12 月８、９日に表彰
式が小学校、中学校でそれぞれ行われまし
た。受賞者は下記のとおり各部門４名ずつの
計 12 名。田中町長より受賞者に表彰状が手
渡されました。
小学生の作品は妹背牛温泉ぺぺルに、中学
生の作品はＪＡ北いぶき妹背牛支所に展示さ
れています。
中学生の部
妹背牛町長賞

たかみ

こいと

小学 6 年生の部
かわもり

あやね

髙見

虹糸

河森

絢音

じょうほう

なつね

うがい

あゆむ

交通安全協会長賞

城宝

妹背牛町教育長賞

上川

妹背牛駐在所長賞

関吉

かみかわ

せきよし

夏寧
ま

い

な

の

真依
菜乃

鵜飼
しもごう

歩夢
にいな

下郷

新菜

しばさき

こうすけ

柴崎

孝輔

小学 5 年生の部
いしはら

石原
さ

さ

き

佐々木
かない

金井
みやた

宮田

しゅうと

柊斗
ゆうな

佑奈
そ

い

こ

こ

素里
幸呼
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笑顔と思いやりを大切に
12
11 いじめ根絶へむけた学校づくりを
妹背牛町総合体育館研修室で妹背牛町仲間づくり
小中交流会が行われました。例年は小学校で全児童
と全生徒が参加し行われていますが、新型コロナウ
イルス感染症対策のため各校から 5 名ずつ参加。い
じめ根絶に向けた取り組みの紹介が行われた後、ス
ローガン「sharing happiness ～笑顔と思いやりを
大切に～」が発表されました。

今回は、ベトナムの「雲に囲まれている街」‐サ
パ町について紹介したいと思います。ハノイから約
376 ㎞で、標高 1700m のサパはまるで高い山と深

ベ

ト

ナ

ム

コ ー ナ ー

VIETNAM CORNER

地域おこし協力隊：
ヌー
トゥフオン

い森に隠れた宝石だと言われています。
サパは「インドシナ半島の屋根」と呼ばれるファン
シーパン山頂、ゴールデン滝、シルバー滝、ハムロン
山と壮大な景色で有名ですが、ロマンチックな地方で
もあるといわれています。一年中霧に囲まれた畑と花
畑や鮮やかな衣装を身につける小数民族少女たちの歌
声が魅力的であるからだと思います。ここではヨー

サパ駅の駅内

Sa Pa nổi tiếng với đỉnh Fansipan “nóc nhà Đông
Dương”, những cảnh sắc hùng vỹ như suối Vàng, suối

ロッパ風の建物と東南アジア風の村が同時に存在して

Bạc hay núi Hàm Rồng. Tuy nhiên, đây cũng là vùng

いますが意外にも珍しい均整美になり、まるでおとぎ

đất đầy lãng mạn với những thửa ruộng bậc thang

話のような環境になります。
美しい大自然や新鮮な山の空気だけではなく、食べ
物や飲み物も新鮮で豊富だそうです。特にコーン酒は
「小数民族の人と同じで、暖かくて人の心をうっとり

vàng óng, những đồng hoa bát ngát ẩn hiện trong
sương cùng tiếng hát của các thiếu nữ vùng cao trong
bộ váy sặc sỡ sắc màu. Đến với Sa Pa, ta như lạc vào
cõi mơ với các thị trấn, làng bản tưởng chừng chỉ có
trong cổ tích. Ở nơi này, những dãy nhà mang kiến
trúc Âu cổ nằm bên các xóm núi đặc trưng của Á

させる」と言われています。
旅行シーズンは４月‐9 月ですが、ファンシーパン
山頂まで登山するのを挑戦したいなら、霧が少ない季
節の 10 月 -11 月の方が大自然の美しさを楽しめます。

Đông vậy mà lại có cảm giác hài hòa đến lạ. Bên cạnh
thiên nhiên tươi đẹp, ẩm thực Sa Pa bình dị mà tinh
tế với các loại rau rừng quả dại, với hương rượu ngô
cay nồng cũng làm siêu lòng những ai từng đến đây.
Tất cả biến Sa Pa trở thành điểm đến lý tưởng trong

Số này, chúng tôi xin giới thiệu về Sa Pa – “Phố núi

mắt mọi du khách trong và ngoài nước.

trong mây” của Việt Nam. Cách Hà Nội 376km, tọa lạc

Mùa du lịch ở Sa Pa rơi vào khoảng tháng 4 - 9 hàng

tại độ cao 1700m so với mực nước biển, Sa Pa như viên

năm. Tuy nhiên với những ai muốn chinh phục đỉnh

ngọc quý bị ẩn giấu trong tầng tầng lớp lớp núi rừng

Fansipan thì tháng 10 – 11 khi tiết trời khô ráo, ít

Tây Bắc.

sương mù sẽ thích hợp hơn cả.

ベトナム語コーナー

うるさい＝ Ồn ào（オン アオ）
楽しい＝ Vui（ヴイ）
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痛い＝ Đau（ダウ）
寂しい＝ Buồn（ブオン）

