
Profile Gavyn Guigui （ギギ ギャビン）

■時12月4日（日）　午前10時～正午
■所市役所1階「住民活動スペース」
■対市内・精華町・京田辺市にお住まいまたは在学の小学生と保護者
■定30人 抽選

■内  国際交流員と一緒に、スノーグローブ（透明な容器の中に、水と人形や建物などの飾りを入れた置物）作りやゲー
ムなどを、音楽とともに体験し、欧米のクリスマスの雰囲気を楽しみましょう。
■申  11月18日（必着）までに、申込みフォーム（精華町ホームページで「ウィンター・ワンダーランドを楽しもう！」で
検索）または往復はがきで申し込んでください。

　※ 往復はがきの場合、1枚につき4人まで申込み可。住信用
裏面に『ウィンター・ワンダーランドを楽しもう！参加希
望』、氏名（ふりがな）、住所、年齢、保護者氏名（ふりがな）、
電話番号、学校名（3市町以外にお住まいの方のみ）を記入
し次へ。

　　〒619-0285（個別番号・住所記入不要）
　　精華町企画調整課
■問学研企画課　☎75-1201

出身：ハワイ　年齢：23歳
趣味：料理、まちへ出かけること

飾りを入れた置物）作りや

感謝祭を祝おう！
　11月といえば、アメリカでは感謝祭、いわゆるThan
ksgivingの日があります。その日は、家族が誰かの家で
集まり、お腹が爆発しそうになるまで食べつづけます。
何のためにそうするのか、私にははっきりわかりませ
ん。小学生の頃に習った理由を思い出すと、感謝祭は、
イギリスからきた巡礼者が初めての豊作をアメリカン
インディアンと分かち合ったことを祝った行事です。
アメリカでは感謝祭を祝う理由がそれぞれあります
が、ハワイではだいたい人生、家族、健康を感謝する日
とされています。
　毎年、感謝祭の日には、私の家族はおばさんの家に行
き、パーティをします。皆が美味しい食べ物を持って来
て、お腹がいっぱいになるまで食べます。アメリカ大陸
の感謝祭の食べ物は、ほとんど決まっていますが、ハワ
イは、人種的に多様であるため、感謝祭の料理もさまざ
まです。だから、「ノーライス、ノーライフ」はもちろん、
ポテトサラダ、カルアピッグ、ポイ、照り焼きビーフ、チ
キンカツなども食べられることがあります。
　皆さんは家族と一緒に感謝祭を祝いますか。一年に
一度家族と会い、「トークストーリー」つまり喋り合う
日はありますか。今年の11月には家族や友達と時間を
過ごして、いい感謝祭をエンジョイしましょう！

Hau‘oli Lā Ho‘omaika‘i ia Kākou!
Happy Thanksgiving to you all!
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ale ～ふと思ったこと
Let's Celebrate Thanksgiving

It’s almost Thanksgiving in the states, a time 
when family members get together and eat ‘til 
they explode to celebrate... who knows really? If 
I remember correctly, I was taught in elementary 
school that it’s a day that commemorates the first 
bountiful harvest in the New World by pilgrims and 
the sharing of food between them and the Native 
Americans. There are many reasons why American 
families celebrate Thanksgiving, but in Hawaii we 
treat it as a day of thanks, to reflect positively on 
our lives, family and good health. 

Back home we celebrate Thanksgiving every year 
by going to my aunt’s house and having a party. 
Everyone brings something to the house and we all 
stuff our faces with each other’s delicious food. “No 
rice, no life” rings true even during Thanksgiving, 
but in addition to rice, there may be potato salad, 
kalua pig, poi, teriyaki beef, chicken katsu, and 
all kinds of other foods that are usually not eaten 
during Thanksgiving on the continent, which leads 
to an interesting table every year.

Do you celebrate Thanksgiving with your 
family in Kizugawa? If not, is there one day a 
year you come together as a family just to eat 
and “talk story” or catch up? Put aside one day 
a year to gather with friends, family, or both and 
celebrate each other’s company. Treat yourself to 
a wonderful Thanksgiving this year!

Hau‘oli Lā Ho‘omaika‘i ia Kākou!
Happy Thanksgiving to you all!

ウィンター・ワンダーランドを楽しもう！ CIRとのクリスマス・パー
ティー
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