コロナ対策

神奈川県 平塚市

熱中症対策

手指のアルコール消毒をお願いします

音声ペンで
英語とリトアニア語の
発音を聞くことができます！
電源を入れて下の言語のマークを
タッチしてください

熱中症に注意してください

Please disinfect your hands.
Prašome dezinfekuoti rankas.

Please be careful of heat stroke.
Saugokitės šilumos smūgio !

YUBISASHI®

Welcome!
Sveiki atvykę !

電源ボタン

（長押し）

検温を実施します

英語

Let us take your temperature.
Leiskite pamatuoti temperatūrą.
マスクの着用をお願いします

水をたくさん飲んでください

English

Drink a lot of water.
Prašome gerti pakankamai vandens.

English

Please wear a mask.
Prašome devėti kaukę.
こまめに休憩してください
使い終わった器具は消毒してください

Take breaks frequently.
Prašome nepamiršti reguliarių pertraukėlių.

Please disinfect the equipment after use.
Panaudojus prašome dezinfekuoti.

ようこそ

リトアニア語

Lietuvių
kalba

1〜5をタッチすると音声の
大きさを調整できます

はじめまして

何かお手伝いできることはありますか？

Nice to meet you.
Malonu susipažinti.

May I help you?
Kuo galėčiau jums padėti?

ご案内します（ついて来てください）

お待ちください

Please follow me.
Prašome eiti su manimi.

Please wait here.
Prašome palaukti.

今日の調子はどうですか？

頑張ってください

How are you feeling today?
Kaip jūs šiandien jaučiatės?

Good luck!
Sėkmės!

おはよう

こんにちは

こんばんは

おやすみなさい

Good morning.
Labas rytas.

Hello!
Laba diena.

Good evening.
Labas vakaras.

Good night.
Labanakt.

トラブル
忘れ物をしてしまいました

怪我をしてしまいました

具合が悪い

～が痛い

I forgot ～ . / I lost ～ .
Aš palikau 〜 .

I hurt myself.
Aš susižeidžiau.

I'm not feeling well.
Negerai jaučiuosi.

My 〜 hurts.
Man skauda 〜 .

ホテル
〜を預けます

I would like to leave my ～ .
Norėčiau palikti 〜 .
〜を受け取ります

I would like to
pick up my ～ .
Norėčiau pasiimti 〜 .

荷物

luggage
bagažas

洗濯をしますか？

ありがとう

どういたしまして

ごめんなさい

Would you like to do your laundry?
Gal galėtumėme pasiūlyti
skalbimo paslaugas?

Thank you.
Ačiū.

You're welcome.
Nėra už ką.

I'm sorry.
Atsiprašau.

鍵

禁煙です

key
raktas

No smoking allowed.
Nerūkimo zona.
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私の名前は○○です

さようなら

My name is ○○ .
Mano vardas ○○ .

Goodbye.
Viso gero.

紙に書いてください

また会いましょう

Please write it down.
Prašome parašyti.

See you again.
Susitikime vėl !

はい

Yes. Taip.

いいえ

No. Ne.

〜はどこにありますか？

〜へ行きたいです

○時に出発します

Where is 〜 ?
Kur galėčiau rasti 〜 ?

I want to go to 〜 .
Norėčiau nueiti į 〜 .

We leave here at ○ .
Išvykstame ○ .

平塚市総合公園

お手洗い

shower
dušas

restroom
tualetas

アクセサリーを外してください

更衣室

水はいかがですか？

locker room
persirengimo
kambarys

Would you like some water?
Gal galėtumėme
pasiūlyti vandens?

❶北口

プールではキャップをつけてください

❷西口

屋内用の靴に履き替えてください

May I interview you?
Ar galėčiau paprašyti interviu?

Please change to indoor shoes.
Please wear a cap in the swimming pool.
Prašome pasikeisti į kambarinius batus. Baseine prašome dėvėti plaukimo kepuraitę.

買い物に行きたいですか？

お土産を買いたいですか？

ここではクレジットカードは使えません

Do you want to go shopping?
Norėtumėte eiti apsipirkti?

Do you want to buy some souvenirs?
Norėtumėte nusipirkti siuvenyrų?

They don't take credit cards.
Atsiprašome, jie nepriima kortelių.

○時に開店します

○時に閉店します

両替しますか？

It opens at ○ .
It closes at ○ .
Parduotuvė atsidaro ○ . Parduotuvė užsidaro ○ .

両替したいです

Do you need to exchange money? I need to exchange money.
Norėtumėte išssikeisti pinigų? Norėčiau išsikeisti pinigų.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 30 40 50 60
5,000円

tūkstantis
jenų

10,000円

penki
tūkstančiai
jenų

five thousand
yen

ten thousand
yen

dešimt
tūkstančių
jenų

平塚市役所 ◎

❶ North Exit
❶ šiaurinis išėjimas

ラスカ平塚

LUSCA Hiratsuka
LUSCA prekybos centras

Hiratsuka City Hall
Hiratsuka miesto
savivaldybė

❷ West Exit
❷ vakarinis išėjimas

平塚競輪場

Hiratsuka Keirin Track
Hiratsuka keirino trasa

○分くらい

○ : ○ (e.g. 9:30) about ○ minutes
○ valanda ○ minučių Apie ○ minučių.

❸ South Exit
❸ pietinis išėjimas

○時間くらい

○時に迎えに行きます ○時に集合

about ○ hours
Apie ○ valandas.

You'll be picked up at ○ . We'll meet here at ○ .
Paimsime jus ○ valandą. Susirenkame ○ valandą.

□□から△△まで○分かかります

海まで1.5km

❹グランドホテル神奈中平塚

1.5 km to the sea
Iki jūros 1.5 kilometrų.

❹ Grand Hotel Kanachu Hiratsuka
❹ Hiratsuka Kanachu Grand viešbutis

共通施設
お手洗い

男

女

restroom
tualetas

men
vyrai

women
moterys

ららぽーと

※出典：財務省HP

○時○分

LaLaport Shonan
Hiratsuka
LaLaport prekybos
centras

❸南口

ショッピング

one thousand
yen

ららぽーと湘南平塚

Hiratsuka Station
Hiratsuka stotis

Please remove jewelry and
other accessories.
Prašome nusiimti papuošalus.

インタビューをしてもいいですか？

1,000円

Hotel Sunlife Garden
Viešbutis Sunlife Garden

平塚駅

トレーニング（総合公園）
シャワー

ホテルサンライフガーデン

Hiratsuka Sogo Park
Hiratsuka Sogo Parkas

ラスカ

LUSCA
LaLaport
LaLaport prekybos centras LUSCA prekybos centras

多機能トイレ
multifunctional
restroom
daugiafunkcinis
tualetas

駅

Wi-Fiスポット

station
stotis

WiFi hotspot
WiFi zona

病院

ATM

コンビニ

hospital
ligoninė

ATM
bankomatas

convenience store
būtinų dalykų parduotuvė

食事
〜のアレルギーがあります

It takes ○ minutes from □□ to △△ .
Tarp □□ ir △△ užtruks maždaug ○ minučių.

I am allergic to 〜 .
Turiu alergiją 〜 .

昨日

今日

明日

朝

昼

夜

今

後で

yesterday
vakar

today
šiandien

tomorrow
rytoj

morning
rytas

afternoon
diena

night time
vakaras

now
dabar

later
vėliau

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

Monday
pirmadienis

Tuesday
antradienis

Wednesday
trečiadienis

Thursday
Friday
ketvirtadienis penktadienis

土曜日

日曜日

Saturday
šeštadienis

Sunday
sekmadienis

〜をいただけますか？

May I have some/a ～ ?
Norėčiau paprašyti 〜 .

水

お茶

コーヒー

water
vanduo

green tea
arbata

coffee
kava

フォーク

ナイフ

スプーン

fork
šakutė

knife
peilis

spoon
šaukštas

ここ
（黄色部分）
を音声ペンでタッチすると、
「水をいただけますか？」
「お茶をいただけますか？」
のような、文章の音声を聞くことができます

朝食

breakfast
pusryčiai

昼食

lunch
pietūs

夕食

dinner
vakarienė

