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Material for #128 YEA of M-PEC on May 19, 2018 + LL-lessons 

★🌙★★★★🌗★★★🌑★★★★☀♪ 

リース家族の活躍：Megan Hi-Lights Quoted From Ram #29-31 

Rees Family’s Amazing Mission (RAM) 

★🌙★★★★🌗★★★🌑★★★★☀♪ 

2018年現在、リース一家は、タイの奥地で現地住民と共に、様々な試練を乗り越えながら布教を展開しています . 私の旧友リチャードからの、

当時の近況メールを通じて、一家を紹介するコラムです . <261 letters> Quoted from http://mpec.blog.fc2.com/ 

♡Fill these 5 blanks. 

 

029: <Quoted the e-mail from Richard and Wendy on Oct. 29, 2003>  

 

George and Gwen are planning to head on down on Thursday with 

their Land Cruiser fully loaded. We will leave Saturday after the truck is 

loaded. Pray for us. These next few days will be busy ones. Pray for 

Megan with all the changes taking place around her.  

 

ジョージとグウェンは、木曜日に、彼等の荷物満載のランドクルーザーで南へ向かう予定で

す。トラックに荷物が積み込まれ次第、私達は土曜日に出発します。私達のために祈って下

さい。次の数日は忙しくなります。彼女の周りで(A:           )変化の渦中にいるメグン

のために祈って下さい。 

 

030: <Quoted the e-mail from Richard and Wendy on Nov. 28, 2003>  

 

Megan is loving this larger house and all the walking space. That is 

right, she is now walking. It is so much fun as she *experiments. She is 

also a pro at crawling up and down the stairs. Her vocabulary is 

expanding too. She can say ball, boat, go, go, go, chin chok (house 

lizard), no, khaw (please in Thai).... And she still loves to eat. Anything and 

everything. Here she *swiped Granddad's toasted cheese sandwich. 

 

*experiment [ekspérəmənt]：(cn, vi) 実験、実験する  *swipe [swάɪp]：(vt) 強打する、

(俗) 盗む、かっぱらう 

 

メグンは、この大きな家と、歩けるすべてのスペースを気に入っています。そうです、彼女

は、もう歩いています。彼女の好奇心に満ちた実験を見ることは、実に楽しいです。彼女は

また、階段を上に下に(B:     )プロです。語彙(ごい)も増えています。ボール、ボート、ゴ

ー、ゴー、チンチョク（イエトカゲ）、ノー・ホー（タイ語でお願いします.）… などと言

うことができます。そして彼女は、今まで以上に食べることが大好きです。何から何まで。 

ここで彼女は、おじいちゃん (ジョージ) のトーストチーズサンドイッチを盗みました。 

http://mpec.blog.fc2.com/
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031: <Quoted the e-mail from Richard and Wendy on Jan. 11 & Jan. 13, 2004> 

 

Dear Yoshy: We received your internet New Year’s card. Thank You. 

We are very busy these days. Most of the time we live in the village. 

There is no electricity, phone or e-mail. My father-in-law has a 

satellite phone but it is expensive to use. When we visit town we have 

many *errands to do and many e-mails to read and answer. We plan 

to go back in to the village again on Tuesday. 

 

*errand [érənd]：(cn) 用事 

 

ヨッシーへ：インターネットでの年賀状を受け取りました。ありがとうございます。私達

は、最近とても忙しいです。(C:       )、村にいます。電気、電話、電子メールはありま

せん。私の義理の父は、衛星電話を持っていますが、通話料金が高額です。私達が町に来る

と、用がたくさんあり、返信を待っている電子メールが沢山あります。火曜日には、再び村

に戻る予定です。 

 

 

Megan is walking and running and tripping and falling and getting 

back up again and running... She loves to eat and her favorite words 

are "more please". She enjoys going for walks in the village. The tribal 

girls pick flowers for her to hold until both hands are *clutching 

*bouquets! A praise item is that so far she has been in great health. 

 

*clutch [klˈʌtʃ]：(vt) しっかり握る、ぐいと掴(つか)む  *bouquet [boʊkéɪ]：(cn) 花束、

お世辞 

 

メグンは、歩いて走ってきて、躓(つまず)いて転んで、又起き上がり、走っています。彼女

は食べるのが大好きで、好きな言葉は「(D:            )」です。彼女は、村の中の散歩を

楽しんでいます。部族の女の子達は、両手が花束を握っているまで、彼女のために花を摘ん

でくれます！褒めることと言えば、(E:           )、丈夫に育っているということです。 

 

 

 

 

A: 起こっている、B: 這(は)う、 

C: 大抵(たいてい)、ほとんどの時間、 

D: もっとちょうだい、 

E: これまでのところ 

 


