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　 1 月13日（成人の日）、総合センター大ホールで成人式が行われ、390名が
晴れて大人の仲間入りをしました。式典では、新成人を代表し、田口詩織さ
んが成人の誓いを堂々と述べました。�
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　本日、無事に成人式を迎えることがで
きたのは両親をはじめとする、周りの支
えがあったからこそと、感謝の気持ちで
いっぱいです。�
　「親に守られて当たり前」ではなく、一
人前の社会人であり、大人の仲間入りです。
さまざまな困難が待ち受けているでしょ
うが、それも人生の大事な通過点だと思
います。何事にもめげず、前向きに私ら
しい明るい人生を歩んでいきたいです。

今後も現状に満足せず、チャレンジ・努力していきます。良
識ある行動をとり、多くの人に貢献できる社会人になりたい
です。まだまだ頼りないと自覚していますが、成長していく
私たちを温かく見守っていただきたいと思います。�

　まだまだと感じていた成人式を、本日、
笑顔で迎えることができました。私たち
皆が、笑顔で成人式を迎えられたのは、優
しくときに厳しく一番近くで見守ってくれ
た両親やこれまで教えてくださった先生方、
そして仲間たちのお陰と思い、感謝の気
持ちでいっぱいです。�
　あっという間に迎えたこの日に、実感が
わかないのが正直な気持ちでもありますが、

一社会人ということに責任を持って、感謝の気持ちを忘れず、
これからも一日一日を大切に過ごしていきます。少しずつで
すが、確実なものにしていきますので、大人になっていく私
たちを見守っていただきたいと思います。�

　本日、晴れて成人式を迎えることが
でき、大変嬉しく思っています。まだまだ
学生の身で、成人といわれても実感の
湧かなかった私ですが、この日を無事
に迎えたことで少しずつ成人としての
意識が芽生えてきたように感じます。�
　人生の大きな節目である今、私が成
人としてまず初めにすべきことは、自
らの20年間を振り返り今までお世話
になった方々に感謝をすることだと考

えます。この場を借りて感謝の気持ちをお伝えします。
ありがとうございました。�
　今後は今まで以上に自らのおかれている立場を認識し、
日々成長していきたいと思います。�

　本日、晴れて成人の日を迎えられた
ことを心から嬉しく思います。こうし
て無事に大人の仲間入りができたのは、
家族、友人、先生方、地域の方々の支
えがあったからこそと思います。感謝
の気持ちでいっぱいです。�
　私にとってこの20年間は本当にあ
っという間で多くのことを学び、経験
したとても貴重で濃い時間でした。成
人したとはいえ、まだまだ未熟で不安

な所も多くあります。周囲の人に助けられてばかりです
が、1人の大人の女性として、社会に貢献し、行動に責
任を持ち前向きに多くのことに挑戦していきたいと思い
ます。�

　本日、晴れて成人式を迎えられたこ
とを心から嬉しく思います。�
　こうしてこの日を迎えることができ
たのはどんなときも見守り、育ててく
れた両親や、ともに過ごしてきた友人、
沢山の方たちに支えられてここまでき
たのだということを改めて実感し、と
ても感謝しています。�
　成人は迎えましたが、まだまだ未熟
な面も多々あり、この先学ぶことも沢
山あります。日々感謝の気持ちを忘れ
ずにこれからも一歩ずつ成長していき
たいです。�

　今日、20年間生まれ育ってきた伊奈町
で成人式を迎え、また小中学校の懐かし
い仲間と久しぶりに会えて、その仲間た
ちとともに成人式を迎えられ、大変嬉し
く思います。�
　私は、20歳を迎え大人の仲間入りだ
と思っていました。しかし、社会的に大人
と認められる年齢にはなりますが、まだ
まだ大人という自覚はありません。これ
から社会人として仕事を始める人もい

れば、すでに仕事をしている人もいると思います。学生から
社会人になり、いろいろな人に出会い、経験を重ねて少しず
つ大人になっていくのだと思います。今後は何事にもチャ
レンジ精神を忘れず大人として一生懸命頑張ります。�

曽根原温子さん�
（南中学校）�

小林郁実さん�
（小針中学校）�

石丸麻衣さん�
（南中学校）�

會田真祐子さん�
（小針中学校）�

藤波優さん�
（伊奈中学校）�

和田琴子さん�
（伊奈中学校）�
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このコーナーは、小・中学校で英語を指
導するALT 3 名が毎月交替で担当します。

Presidents Day
Presidents Day is a federal holiday in America. It is on
the 3rd Monday of February. The holiday celebrates the
achievements of both George Washington and Abraham
Lincoln. However, the type of celebration is different
depending on where you go. The holiday was originally
called "Washington's Birthday" and was celebrated on
Washington's actual birthday, February 22nd. In George
Washington's home state, Virginia, there are parades and
big celebrations. In other parts of the country it is not
such a big event. The only nationwide service that closes
is the United States Postal Service. Most schools and
businesses remain open. In fact, car dealerships often use
Presidents Day to promote car sales. The connection
between George Washington and cars isn't clear, but it
must have been the idea of some businessman. To get the
most out of the holiday you would have to go to Virginia
and see all the historic tributes to George Washington.
Thomas

大統領誕生記念日
大統領誕生記念日はアメリカ連邦政府の祝日です。それ

は2月の第3月曜日です。この祝日はジョージ・ワシントン
とアブラハム・リンカーンの功績を祝うものです。しかし、
場所によってお祝いの仕方が異なります。この祝日はもと
もと「ワシントンの誕生日」と呼ばれており、ワシントン
の実際の誕生日である2月22日にお祝いされていました。
ジョージ・ワシントンの生まれ故郷であるバージニア州で
は、パレードや大きなお祝いをします。そのほかの州では、
それほど大きなイベントではありません。この日に国全体
で行われることといえば、郵便局が閉まるということぐら
いです。ほとんどの学校や企業はお休みではありません。
事実、車の販売代理店が大統領誕生記念日を使って車のセ
ールを行うことがよくあります。ジョージ・ワシントンと
車に関しての関係は明らかではありませんが、実業家の策
があったに違いありません。この祝日を楽しむのであれば、
バージニア州に行き、ジョージ・ワシントンの歴史的な
品々を見て回るべきでしょう。トーマス

お問い合わせは、教育委員会学校教育課へ（ALT…Assistant   Language  Teacher）

スポーツ少年団清掃活動
10月27日、

地域活動の
一環として、
公園の清掃
活動を行い、
総重量約100
㎏ものゴミ
を収集しま
した。
伊奈町ス

ポーツ少年
団では、随時団員および新規加盟団体を募集しています。青少
年スポーツに関心のある方は、スポーツ少年団事務局までお気
軽にお問い合わせください。
3 事務局（生涯学習課）9２５４４

消防出初式
1 月11日、消防署で出初式が行われました。消防職員および

消防団員の入場分
列行進から始ま
り、服装規律点検
や野川町長の年頭
訓示が行われ、式
典終了後、消防職
員による建物火災
を想定した消火・
救出訓練が披露さ
れました。

平成25年度�
全国中学生人権作文コンテスト�
全国大会奨励賞を受賞�

作品名「絵手紙」�

　このコンテスト
は、次代を担う中
学生が、人権問題
についての作文を
書くことを通じて、
人権尊重の大切さ
や基本的人権につ
いての理解を深め、
豊かな人権感覚を
身につけることを目的として昭和56年から
開催されています。今回は全国6,930校から
941,146名という過去最高の応募があり、そ
の中から、吉岡さんがみごと奨励賞を受賞
しました。�
　吉岡さんをはじめ全国大会入賞作文は町
ホームページ（http://www.town.saitama-�
ina.lg.jp/）で公開しています。�
　ご自宅でインターネットをご利用できな
い場合は、人権推進課窓口でお渡しできま
すのでご連絡ください。�
3　人権推進課9２２４１�

吉岡音々さん�
（伊奈学園中学校／ 1 年）�

2014-02-652広報いな  14.1.27  3:23 PM  ページ13


