
  

 

４月 

Cherry blossoms at 
Narita 

April 

２０１５  

Okagaki Town’s English Newsletter for learners of English 

Spring has arrived. The cherry 
blossoms this year have bloomed☆ 
early, due to warm weather.  
 
On Saturday the 28th of March the 
17th annual spring festival was held 
at Mt. Narita.  Every year, Mt. 
Narita is visited by many people 
from within and outside of Okagaki. 
The mountain is well known for 
beautiful views in spring during the 
cherry blossom viewing season.   
 
Other popular flower viewing spots 
around Fukuoka prefecture include 
Kokura castle, Maizuru Park, 
Shouwaike Park and many more.  
 

The Cherry blossoms are expected 
to be in full bloom on the 30th of 
March. The blossoms may start to 
fall as soon as the 6th of April.  
 

Cherry blossoms represent☆  the 
start of a new school year for 
students in Okagaki. It is also when 
many people start new jobs. For this 
reason, Cherry blossoms are said to 
be an important flower for 
Japanese people.  
 

春を迎えました。気候が暖かいため、今
年は桜が早めに咲きました。 
 
３月２８日の土曜日に第１７回の春祭り
が成田山で開催されました。毎年、岡
垣町の内部や外部から人々が成田山
へ訪れています。成田山は春の桜の時
期に景色がきれいなことがよく知られて
います。 
 
福岡県で他にも人気のある花見スポッ
トとして小倉城、舞鶴公園、昭和池公
園や他にもたくさんがあります。 
 
桜は３月の３０日に満開になると予測さ
れています。早ければ、４月６日から散
る可能性があります。 
 
岡垣町の学生にとって桜は新学年を表
します。この時期に新しい仕事を始まる
人もたくさんいます。このため、桜は日
本人にとって大切な花と言われていま
す。 
 

Beginners Article ~初級記事~ 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

世界の親子教室 
とき: ５月３０日(土) １０時～１２時３０分 

ところ： 中央公民館 大会議室 

申し込み：地域づくり課  
（０９３） ２８２－１２１１ 

対象者： ４歳～６歳の子どもとその親 

  
福岡県に住む外国人が参加し、

子どもに母国の子どもの遊びを教え
ます。 
この教室の目的は幼い子どもに

様々な国の文化について学ぶ機会
を作ることです。お申込みは５月２７
日（水）までに承ります。 
 

 

Global Child-Parent Class 
Time: 30th May (Sat), 10am to 12.30pm 
Place: Central Community Hall, Main 

Hall 
Registration: Community Development, 

(093) 282-1211 
Target group: parents with children from 

4 to 6 years old 
 

6 foreigners who live in Fukuoka 
Prefecture will join this class and teach 
the children about children’s games 
from their home country.  
 The aim of this class is to give small 
children the opportunity to learn 
about different countries. Registration 
is open until the 27th of March (Wed).  

第一面初級

記事の文法

をここで説明

するよ 

☆Beginners Article Grammar☆ 
 

☆Bloom 
和訳：咲く  
 

例文：The cherry trees are in full bloom.  
桜はちょうど見頃だ 

 
The cherry blossoms bloom in a cluster  
桜は群れを成して咲く 
 

☆Represent 
和訳：表す、示す、代表する、代理する 
 

例文：What does the picture represent?  
その絵は何の絵ですか 

  
 I represent my father  

私は父の名代だ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Event details   ~イベント情報~ 
 



 

 

Yasukochi Tetsuya’s 

English Education 

lecture 

 
安河内哲也さんは英語教育に対す
る情熱があることから有名で、英語の
勉強し方についてアドバイスをしてい
る姿がよくテレビで映っています。実
は、彼は元々岡垣町出身です。彼は
岡垣町で育てられ、福岡県立宗像
高校に通いました。 
 
上智大学の英語学科を卒業し、予
備高校の教師を務めました。 
 
４月１８日の１３時３０分～１５時に岡
垣サンリーアイのハミングホールで講
演します。 
 
講演会の演題は「英語が話せる子ど
もたちを育てる！ ―英語教育大改
革に現場や家庭はどう備えるか？
―」。 
 
講演は無料で、申込みの必要があり
ません。子どもがいる町民や英語に
興味がある町民には安河内さんの意
見を聞くことが役立つかも知れませ
ん。 
 

Intermediate Article ~中級記事 ~ 

 

 

Yasukochi Tetsuya is famous for his 

passion for English education and 

often appears on television giving 

advice on how to study English. He is in 

fact, originally from Okagaki town. He 

grew up in Okagaki and went to 

Munakata Prefectural High school.    

 

He graduated from the English 

language stream at Sophia University 

in Tokyo before becoming a 

Prep-School teacher  

 

He will give a lecture at Okagaki 

Sanriai’s Humming Hall on the 18th of 

April from 1.30pm to 3pm.  

 

The topic of the lecture is ‘Bringing up 

children who can speak English! : How 

will households ☆  and schools 

prepare for the great restructuring of 

English Education?’.  

 

The lecture is free and registration is 

not necessary. Town’s people who have 

children or who are interested in 

English education may find it useful to 

hear Mr. Yasukochi’s perspective. ☆ 

 



 

  

 

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 

 

The Cherry Blossoms in Okagaki, near 

Okagaki Junior High School. 
    

Photo of the month   ~今月の写真~ 

 

岡垣町中学校の近くの桜です。 
 

 

中級記事の文法をここで

説明するよ 

☆Intermediate Article  
Grammar☆ 

 

☆Household 
和訳：家族、一家、世帯、家庭 
 

例文：A large household  
大家族 
 
The household of a  
newly-wed couple  
新婚家庭 

 
☆Perspective 
和訳：考え方、見方 

 

例文：Child's perspective 
子どもの目線 
 
A medical perspective 
about a disease  
病気についての医学上 
の見通し 

 



  

 

On the 1st of April, all around the 
world people play tricks on each other. 
This day is known as April fool’s day 
and it is the one day of the year you 
should take what people say with a 
grain of salt☆.  
 
In many countries such as Australia, 
England and America, you cannot even 
trust the Newspapers on April fools as 
they often print Joke articles on fake 
news. On the 1st of April 2012, former 
Australian Prime Minister Julia Gillard 
told people in a video on television 
that it was the end of the world.  
 
In 1998, a large American burger 
chain announced that it was releasing 
a hamburger for left handed people. 
The ad in the newspaper stated that it 
would be the same as their regular 
burger but with all the ingredients 
rotated 180 degrees. 
 
In 1949, a New Zealand radio station 
broadcast that there was a giant 
swarm of wasps heading towards 
Auckland. They advised residents to 
wear their socks over their trousers. 
People were angered when they found 
out☆  it was just a joke and now 
reminders to tell the truth are sent to all 
radio stations the day before April 
Fools. 
 

 

４月の１日に世界中に人々がお互いに
いたずらをします。この日は「エイプリル
フール」と知られており、年に一回のこ
の日だけに人の話を割引して聞かなけ
ればなりません。 
 

オーストラリア、イギリスやアメリカなど
の様々な国では偽造のニュースにつ
いていたずらの記事を掲載するため、
新聞まで信じることができません。２０
１２年の４月１日に元オーストラリア首
相ジュリアギラードはテレビで世界が終
わると発表しました。 
 
１９９８年にアメリカのある大手バーガ
ーチェーン店が左利きの人のためのバ
ーガーを販売することを発表しました。
新聞に載せた広告でこのバーガーが
通常のバーガーと同じだが、中身を１
８０度回転しました。 
 
１９４９年に、ニュージーランドのラジオ
局はオークランド市へ巨大なスズメバ
チの群れが向かっていると放送しまし
た。住民に靴下をズボンの上をかぶせ
るようにすることを忠告しました。ただ
のいたずらと気づいた時に、人々が 
怒り、エイプリルフールの前の日に全て
のラジオ局に真実を伝えるようにと注
意が送られるようになりました。 

April fool’s day around 

the world 

 

Advanced  Article   ~上級記事 ~ 

 

http://sternwealthadvisors.com/wp-content/uploads/2014/04/April-Fools-Day.jpg


 

  

 

上級記事の文法を

ここで説明するよ 

☆Advanced Article Grammar☆ 
 

☆Take what people say with a grain of salt  

和訳：人の話を割引して聞く 

 

例文：His story must be taken with a grain of salt 

あの男の話はまゆつば物だ 

 

The story must be taken with a grain of salt  

受け取りにくい話だ 

 
☆Find out 

和訳：気づく、知る、発見する  

 

例文：I found out that there's going to be a sale next week 

来週特売があることを知った 

 

I went to the library to find out about wine making 

ワイン造りのことを調べに図書館へ行った 
 



 

  

 
例文： Have you got time to eat lunch? 

（あなたが）お昼ご飯を食べる時間はありますか？ 
 

※Have you got the time?は「今何時か分かりますか？」の意味になります。 
 

 

Phrase of the month ~ 今月の英語表現  ~ 

 Have you got time? 
時間はある？ 

 

 

1    2   3  4 

          

5          

          

6  7        

     8     

9          

          

 10         

          

 

DOWN (縦) 
1. It isn’t new 
2. The colour of 
grass 
3. Used for writing 
and drawing 
4. In American 
English it’s called 
an eraser 
7. Red and blue 
combined 

English Puzzle   ~英語のパズル~ 

 

ACROSS (横) 
1. Red and yellow combined 
5. Father 
6. Comes before eight 
8. Used for drawing lines 
9.  Something to read  
10. Someone who teaches 

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） 
 



 

 

 

 
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

