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２月の事故と救急の数字
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昭和60年10月31日姉妹提携
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◆プロフィール◆

Angela:Angela: Hello Shawn, what are you doing with those carrots? Hello Shawn, what are you doing with those carrots?
アンジェラ：こんにちはショーン、そんなにニンジンを集めアンジェラ：こんにちはショーン、そんなにニンジンを集め
て何してんの？て何してんの？

Shawn: Shawn: II’’m leaving them out for the Easter Bunny!m leaving them out for the Easter Bunny!
ショーン：イースターのウサギのため外に出して置くんだ。ショーン：イースターのウサギのため外に出して置くんだ。
Angela:Angela: Isn Isn’’t Easter a few days off  still?t Easter a few days off  still?
アンジェラ：イースターには少し早いんじゃない？アンジェラ：イースターには少し早いんじゃない？
Shawn: Shawn: I suppose so, but the Easter Bunny can never have I suppose so, but the Easter Bunny can never have 

too many carrots! Besides, I want to make sure the Easter too many carrots! Besides, I want to make sure the Easter 
Bunny fi nds my house. Bunny fi nds my house. 
ショーン：そうだけど、イースターのウサギにとってニンジショーン：そうだけど、イースターのウサギにとってニンジ
ンはいくらあっても多すぎることはないから。それに、まンはいくらあっても多すぎることはないから。それに、ま
ちがいなくぼくの家に来れるようにしておきたいんだ。ちがいなくぼくの家に来れるようにしておきたいんだ。

Angela: Angela: Well, sorry to break it to you, but youWell, sorry to break it to you, but you’’re more likely re more likely 
to find rabbit road-kill here than the Easter Bunny. He to find rabbit road-kill here than the Easter Bunny. He 
doesndoesn’’t come to Japan.t come to Japan.
アンジェラ：夢を壊すようで悪いけど、ここ日本ではイースアンジェラ：夢を壊すようで悪いけど、ここ日本ではイース
ターのウサギより交通事故で死んだウサギの方が見つけやターのウサギより交通事故で死んだウサギの方が見つけや
すいわよ。イースターのウサギは日本には来ないって。すいわよ。イースターのウサギは日本には来ないって。

Shawn:Shawn: Does that mean no Easter egg hunt this year? Does that mean no Easter egg hunt this year?
ショーン：じゃ、今年はイースターの卵探しはできないってショーン：じゃ、今年はイースターの卵探しはできないって
こと？こと？

Angela:Angela: I I’’m afraid so. Now, what are you going to do with all m afraid so. Now, what are you going to do with all 
those carrots?those carrots?
アンジェラ：恐らくね。で、こんなにたくさんのニンジンをアンジェラ：恐らくね。で、こんなにたくさんのニンジンを
どうするのよ？どうするのよ？

Shawn: Shawn: II’’m going to find that road-kill you were talking m going to find that road-kill you were talking 
about and make some stew! A rabbit will visit this house about and make some stew! A rabbit will visit this house 
one way or another!one way or another!
ショーン：じゃあ、交通事故にあったウサギを探してシチュショーン：じゃあ、交通事故にあったウサギを探してシチュ
ーを作ろっと。イースターのウサギはどうにかしてこの家ーを作ろっと。イースターのウサギはどうにかしてこの家
に来るさ。に来るさ。

Suddenly, Mr Umeki walks by….Suddenly, Mr Umeki walks by….
そこに急に梅木さんが現れるそこに急に梅木さんが現れる….….
Mr. Umeki:Mr. Umeki: Who is this Easter Bunny you Who is this Easter Bunny you’’re talking about? re talking about? 
梅木：そのイースター・バニーって誰なの？梅木：そのイースター・バニーって誰なの？
Shawn:Shawn:  http://www.ukinfo.jp/culture/easter1.phhttp://www.ukinfo.jp/culture/easter1.phpp
ショーン：（このアドレスにアクセスして見れば分かると思ショーン：（このアドレスにアクセスして見れば分かると思
うけど・・・）うけど・・・）
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