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Exhibition 
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Okagaki Town’s English Newsletter for learners of English 

From the 12th of March to the 12h 
of April an Exhibition of photos of 
Okagaki will be held at the 
Regional Exchange Centre. The 
photos of Okagaki were taken by 
the Coordinator of International 
Relations, Greta Coll of Australian 
heritage.  
 
Comments from various people all 
over the world (some of whom☆ 
have never been to Japan) about 
their impression of Okagaki Town 
will be displayed accompanying☆ 
the photos.  
 
There are photos of Mount Narita, 
Hatsu Beach, Oka Castle site, 
Shinpuku temple and more.   
 
The exhibition also includes some 
photos of Fukuoka taken by other 
Non-Japanese residents of Fukuoka 
Prefecture.  
 
If you visit the exhibition, you will 
be able to vote on your favourite 
photo of Okagaki and of Fukuoka 
Prefecture.  
 
Entry is free, so come along and see 
a new side of Okagaki Town! 

３月１２日から４月１２日にかけて、岡垣
町を撮影した写真展が地域交流センタ
ーで開催されます。写真はオーストラリ
ア出身の国際交流員コール・グレタが
撮影したものです。 
 
写真と共に、岡垣町の印象について世
界の様々な国の人々からのコメントも展
示されます。（中には日本に行ったこと
がない人もいます。） 
 
成田山、波津海岸、岡城跡、真福寺や
他にもたくさんの写真があります。 
 
写真展には福岡県の外国人在住者が
福岡県で撮影した写真も含まれていま
す。 
 
写真展に行ったら、福岡県や岡垣町の
写真の中で一番好きな写真に投票が
できます。 
 
入場は無料なので、是非岡垣町の新
鮮な面を見に来てください！ 

Beginners Article ~初級記事~ 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

オーストラリア水彩教室 

とき: ４月１８日(土) １０時～１２時 

ところ:東部公民館 ２３会議室 

申し込み：地域づくり課  

（０９３） ２８２－１２１１ 
持参物： 筆、筆洗い用カップ、鉛筆、 

消しゴム 
  

水彩教室で参加者はオーストラリアの野

生生物の絵画を描きます。 
 そして、原住民のアボリジニー民族やヨ

ーロッパの植民者によって歴史的にどの

ようにオーストラリア特有の植物や動物を
絵に表してきたかについて学びます。 

 

  

Australian Watercolour Class 
Time: 18th April (Sun), 10am to 12pm 
Place: East Community Hall  

Meeting Room 23 
Registration: Community Development, 

(093) 282-1211 
To bring: paintbrush, cup, pencil, eraser 
 
At the watercolour painting class 
participants will paint pictures of 
Australian wildlife.  
 They will also learn about how different 
Australian plants and animals have been 
painted throughout history by the original 
inhabitants of Australia, Aboriginal 
people and by the European settlers. 
 

第一面初級

記事の文法

をここで説明

するよ 

☆Beginners Article Grammar☆ 
 

☆Accompanying 

和訳：随伴、同行、同封 
 

例文：an accompanying person  
付き従う人 

 

A brief description accompanying an illustration  
イラストに付属する短い記述 

 

☆Some of whom 

和訳：その人たちの一部、中には、何人かは 
 

例文： I met a group of hikers, some of whom were 

university students 

 私はハイカーのグループに出会ったが、その

人たちの一部は大学生だった。 
 

 The children, some of whom had played the 

whole day long, were tired 

子ども達は疲れていた（中には一日中ずっと

遊んでいた子もいた） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Event details   ~イベント情報~ 
 



 

 

Okagaki Town 

Facebook Page 

岡垣町には今フェイスブックページが
あります。これまで３００の「いいね！」
をもらっています。岡垣町の写真や
重要な事業情報が投稿されます。 
 
近年において、SNS メディアは地域の
人を繋げるツールとして評価されてい
ます。様々な都府県や市町村で SNS
メディアは地域再生化のツールとして
使われています。 
 
例えば、熊本市では糖尿病予備群の
市民によく運動し、良い食生活を送る
ように励ますために、フェイスブックペ
ージが作られました。 
 
岡垣町では、SNS メディアを他の方
法で使われていることがあります。例
えば、岡垣町海がめ倶楽部はブログ
やブログの登録者へ送るメールを利
用して、海がめの孵化について報告
しています。SNS メディア使用のおか
げで、若松区など遠いところから訪れ
る人が何日に岡垣町に海がめを見に
行くかについて十分な情報を得た判
断ができます。 

Intermediate Article ~中級記事 ~ 

 

 

Okagaki Town now has a Facebook 

Page. The page has thus far gathered 

over 300 likes. Photos of Okagaki and 

important information about events 

are posted on the page.  

 

In recent years, social media has been 

praised as a tool to bring together☆ 

people in the community. In various 

prefectures, cities, towns and villages 

social media is used as a tool for 

community revitalization.  

 

For example, in Kumamoto City a 

Facebook page was created to 

encourage citizens with preliminary 

diabetes to exercise and eat well. 
 

Social media is used in other ways 

within Okagaki Town as well. For 

example, the Sea Turtle Association of 

Okagaki use a blog and instant 

messages to the subscribers of their 

blog to report about the progress of 

turtle hatchings. Thanks to the use of 

social media, people from towns as far 

away as Wakamatsu are able to 

make an informed decision☆ about 

when to travel to Okagaki to see the 

turtles hatch.  

 

 



 

  

 

まつり岡垣、 

１０月１9日（日） 

まつり岡垣が岡垣サンリーアイで開催

されます。（岡垣サンリーアイ遠賀郡

岡垣町野間 1-2-1） 

 

町民による演奏や出店を含め、楽し

みにして頂けることがいっぱいです！ 

 

岡垣町の国際交流協会は中国、韓

国、オーストラリアなど、様々な国か

らのお料理の出店を企画していま

す。 

Event of the month   ~今月のイベント~ 

Phrase of the month ~ 今月の英語表現  ~ 

 

Come to an end 

終りを迎える 

例文： All good things come to an end 

どんなよいことにも終わりがある 

 

Surfers come out on 
Hatsu beach on a sunny 
day.  
 
Surfing is one of the 
most popular sports in 
Okagaki Town. 
 

    

Photo of the month   ~今月の写真~ 

 

晴れた日にサーファー
たちが波津海岸に出ま
す。 
 
サーフィンは岡垣町で
最も人気のあるスポー
ツの一つです。 

 

中級記事の文法を

ここで説明するよ 

☆Intermediate Article 
Grammar☆ 

 

☆Bring together 

和訳：集める、まとめる、結びつく 
 

例文：Common interests brought them together

共通の趣味で二人は心が通い合うよ
うになった 

 

☆ An informed decision 

和訳：十分な情報を得たうえでの決定 
 

例文：I need more data to make an informed 

decision 

適切な判断をするためには、これよ
り多くのデータが必要 



  

 

On the 28th of last month, an 

Australian cooking class was held in 

which participants made Lamingtons. 

Lamingtons are sponge cake dipped 

in chocolate and covered in 

desiccated coconut.  

 
The Lamington is said to have been 
created in Australia by Armand 
Galland who was the chef of Lord 
Lamington. Lord Lamington was the 
Governor of Queensland from 1896 
to 1901 and parties were often 
organized in his honor☆by his wife 
Lady Lamington. All the food served 
at the parties was named after him. 
For example if soup was served it 
would be called ‘Lamington soup’ 
and if tea was served it was called 
‘Lamington Tea’.  
 

Although coconut was rarely used in 

European cooking at the time, 

Galland (who was born in France) 

learnt about it from his Tahitian wife.  
 
Today the Lamington is also made in 

New Zealand and South Africa. 

Apart from ☆  Chocolate 

Lamingtons, there are also 

raspberry flavoured pink lamingtons 

and lemon flavoured yellow 

lamingtons. In Australia it is most 

commonly eaten as an afternoon tea 

snack.  
 

 

先月の２８日に、ラミントンケーキを作る
オーストラリア料理教室が行われまし
た。ラミントンはスポンジケーキをチョコレ
ートに付きこみ、乾燥されたココナツにま
ぶされたものです。 
 

ラミントンはラモントン君主のシェフである
ガーランド・アーマンドさんが発明したと
言われています。ラミントン君主は１８９
６年から１９０１年までクイーンズランド州
の知事を務め、彼の妻であるレディーラ
ミントンが彼を祝ってよくパーティーを開
いていました。そのパーティーで出され
た料理の全てが「ラミントン」という名前で
呼ばれました。例えば、スープが出たら、
「ラミントンスープ」と呼ばれ、紅茶が出
たら、「ラミントン紅茶」と呼ばれました。 
 

当時のヨーロッパ料理にはココナツはあ
まり使われていませんでしたが、（フラン
ス出身の）ガーランドはタヒチ人の妻から
知りました。 
 

今日、ラミントンはニュージーランドや南
アフリカでも作られています。チョコレート
のラミントンの他にラズベリー味のピンク
ラミントンやレモン味の黄色ラミントンもあ
ります。オーストラリアでは午後のおやつ
として食べられることが一般的です。 

Australian Cooking Class 

 

Advanced  Article   ~上級記事 ~ 

 



 

  

 

上級記事の文法を

ここで説明するよ 

☆Advanced Article Grammar☆ 
 

☆In his honor  

和訳：彼に敬意を表して、彼を祝って 

 

例文：She was named in honor of her great-grandmother. 

彼女は曾お祖母さんにちなんで名付けられた 

 

We will host a dinner party in honor of the newlyweds  

私たちは新婚夫婦に敬意を表してディナー・パーティー

を開催する 

 

☆Apart from～ 

和訳：～を除いて、～を別として、～のほかにも 

 

例文：Apart from baseball, I don't watch TV.  

私は野球以外、テレビを見ない. 

 

What else are you studying apart from English?  

あなたは英語の他に何を学んでいますか？ 



 

  

 例文：  That's good to know 

それを聞いて安心しました 

 

 

Phrase of the month ~ 今月の英語表現  ~ 

 Good to know 
知って良かった／ 

教えてくれてありがとう 

 

ACROSS (横) 

1. Is he a member of our tennis ___? 

3. What was the score of the soccer ___? 

5. Let's go to that snack ___. 

7. Are we going to see a musical at the ___? 

9. Shuffle the ___, will you? 

10. I just loved this crossword ___. 

12. There are a lot of people in the swimming ___. 

13. it’s a card game. You bet on the value of your cards. 

 

解答は岡垣町公式ホーム 

ページにてご参照ください 

（教育・子育て＞国際交流） 

 

1   2  3  4   

          

  5        

     6     

  7      8  

          

     9     

10  11        

      12    

 13         

 

DOWN (縦) 

1. Magnus Carlsen is the 

World ___ Champion. 

2. Long ___ is a nice place 

for our vacation. 

4. There's a good ___ on 

TV tonight. It's a 

comedy. 

6. Can you ___ a waltz? 

8. I heard the news on the 

___. 

11. We can take the 

children to the ___ to 

see the animals. 

 

English Puzzle   ~英語のパズル~ 

 



 

 

 

 
ザ・ビワ・ブリティンについて 

 

英語に興味がある町民の皆さんに英語を使える機会をつくることが 
「ザ・ビワ・ブリティン」の目標です。 

 

岡垣町公式ウエブサイトで「ザ・ビワ・ブリティン」を読めます！ 
http://www.town.okagaki.fukuoka.jp/ha10138.html 

 

写真や記事の募集をしています 
 

chiiki@town.okagaki.fukuoka.jp までメールでお願いいたします！ 

記事の言語は英語と日本語のどちらでもいいです☆ 
インターネットの環境がない方は岡垣町役場まで郵送して下さい。 

あて先は〒811-4233 福岡県遠賀郡岡垣町野間１－１－１ 

岡垣町役場地域づくり課コミュニティ係 グレタ・コールです。 
 

 

The purpose of The Biwa Bulletin is to give the residents of  
Okagaki town a chance to use English. 

 

You can read the bulletin on the Okagaki Town homepage！ 
http://www.town.okagaki.fukuoka.jp/ha10138.html 

 

Currently requesting article and photo contributions 
 

Please email contributions to chiiki@town.okagaki.fukuoka.jp！ 

Articles may be written in either Japanese or English☆ 
If you do not have access to the internet, please post your contribution. 

Address it to 〒811-4233 Fukuoka Prefecture, Onga District,  

Okagaki Town, Noma１－１－１,  Okagaki Town Hall,  
The Community subsection of the Regional Development Section,  

Greta Coll. 
 

mailto:yuri_heulen@hotmail.com
mailto:yuri_heulen@hotmail.com

