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一般開放期間�

10時～時～20時（時（18時より夜間照明点灯）時より夜間照明点灯）10時～20時（18時より夜間照明点灯）

　会場では、地元野菜や各種特産品の販売を行うほか、 4 月 
 5 日�・ 6 日�には、太鼓、YOSAKOIソーラン、園児によ
る演舞や郷土芸能、琴の演奏などのイベントの開催を予定し
ています。 

※開花状況により変更となる場合があります。 
※18時からはライトアップを行います。 
※臨時駐車場（有料）、仮設トイレあり 

3　伊奈町観光協会�７２４━１０５５�観光協会からのお知らせ�

70

2014無線山さくらまつり2014無線山さくらまつり

雨天中止

10時～20時（18時より夜間照明点灯）

3月29日（土）～4月13日（日）�

3月29日（土）～4月13日（日）�3月29日（土）～4月13日（日）�

　 5 月に開催される「2014バラまつり」特設会場でのイ
ベント出演者を募集します。日ごろの練習の成果を披露
する場として参加しませんか？ 
※応募者多数の場合は、出演できないことがあります。
予めご了承ください。 
対象　町内のサークル、企業、団体および在住の方 
内容　15分～20分程度の演奏や演技 
出演日　バラまつり開催期間中の土・日曜日 
　　　　（ 5 月10日�～ 6 月上旬予定） 
締切　 3 月28日� 
3　伊奈町観光協会�７２４－１０５５�
　　 9 時～12時、13時～16時（土・日曜および祝日を除く） 

「2014バラまつり」「2014バラまつり」
イベント出演者
募  集  ！

レンタサイクル
さくらまつりキャンペーン
レンタサイクル
さくらまつりキャンペーン

時　間　11時～・14時～（両日とも 1 日 2 回） 
内　容　大学内桜並木観賞、漢方資料館、実習棟 
　　　　12階からの見学 
2/3　日本薬科大学入試課�７２１－６６５１ 
　　　　※事前予約が必要です。 

日本薬科大学�特別�
公開�

公開日� 3月30日（日）�
4月 6 日（日）�
※開花状況により変更の場合あり 
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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。

Hello again everyone!
I hope you had a good New Year's Vacation? Did you do

anything exciting or fun? What did you eat?
I went skiing in Yuzawa (Nigata Prefecture). I enjoy skiing

very much. I like to try many different courses and to improve
my skill. I can ski but I can't snowboard well. I am lucky to be
in Japan, because we can't ski in England! There are not many
mountains. 

Yuzawa is actually famous for its hot spring bath, or onsen in
Japanese. It is very enjoyable to relax in the 'Rotenburo' or out-
door hot baths. In England we do not have onsen. However, you
can｠take a｠hot bath in the City of Bath - a good name don't you
think!? The Romans made it 2000 years ago.

I also ate Soba in Yuzawa, with Tempura - it was delicious!
This year winter is very cold in England, with lots of snow.

This month there is too much rain. Many areas are flooded with
water.The weather is always changing in England, it's difficult
sometimes! When I was very young it snowed a lot. Then, when
I was a teenager (13-18) there was no snow in winter. Now
there is too much snow!! Of course children can enjoy making
snowmen and having snowball fights.

Enjoy your winter and let's look forward to Spring!
All the best, Mark.

みなさんこんにちは！
お正月は楽しく過ごせましたか？心はずむようなことを

しましたか？どんなものを食べましたか？
私は新潟県の湯沢へスキーをしに行きました。私はスキ

ーが大好きです。スキー場のさまざまコースに挑戦し、技
術を高めることが好きです。私はスキーはできますが、ス
ノーボードは上手にできません。私は日本にいてとても幸
運です。なぜならイングランドでは山がとても少なくスキ
ーができないからです。

湯沢は実は温泉が有名です。露天風呂でとてもリラック
スできます。イングランドには温泉はありません。しかし、
バース（Bath）市で温かいお風呂（Bath）に入ることが
できます、いい名前だと思いませんか!?ローマ人たちが今
から2000年前に造りました。

湯沢でそばも食べました。てんぷらも付いていて、美味
しかったです！

イングランドでは今年の冬はとても寒くて、雪が沢山降
りました。今月はとてもたくさんの雨が降りました。多く
の地域は洪水になっています。イングランドでは天気がつ
ねに変わり、過ごしにくい日がよくあります。私がとても
若かったころは沢山の雪が降りました。そして、13～18歳
のころは冬でも雪が降りませんでした。今は雪があり過ぎ
です！もちろん子どもたちは雪だるま作りを楽しみ、雪合
戦を楽しむことができます。

冬を楽しく過ごして、春の到来を楽しみにしましょう。
ごきげんよう。マーク

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

つくばみらい市・伊奈町
友好都市締結１周年記念事業
1 月17日、伊奈中学校で茨城県つくばみらい市（旧伊奈町）

との友好都市提携締結 1 周年記念事業が行われました。
つくばみらい市

から伊奈町の小・
中学生に食べても
らおうと、つくば
みらい市の特産で
あるお米「コシヒ
カリ」370㎏が贈
られました。
贈られたお米を

おいしく炊きあげ、茨城県の郷土料理である「ぬっぺ汁」
（里芋、ニンジンなどをだし汁で煮たもの）とともに、 1 月

17日の町立小中学校
の給食の献立にしま
した。
当日は、野川和好

伊奈町長と片庭正雄
つくばみらい市長が
伊奈中学校の教室で
生徒たちと歓談しな
がら一緒に給食をい
ただきました。

豆まき（保育所）
2 月 3 日、町内の各保育所で節分の豆まき

が行われました。
鬼の登場に必死で豆を投げる子どもたちや
逃げ惑う子どもたちもいましたが、みんなで
協力して鬼に立ち向かい、豆を投げてみごと
退治しました。
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