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　Hello everyone! The cold days are 

almost finished, and warmer ones will 

be here before we know it! Out of all 

the seasons, Spring is my favorite. It is 

the most beautiful time of the year in 

my opinion.

　This month, I'd like to introduce 

you to my Aunt, Junko Anderson. She 

is originally from Tokyo but is now 

living in my hometown of Lakewood, 

Ohio with my Uncle, Tim Anderson. 

They have been married for 9 years. 

She works for a software company as 

a documentation translator, and speaks 

English and Swedish fluently. 

　When I began studying Japanese in 

college, my aunt was so happy that 

she could help me. Every year on 

Christmas day, my family gets together 

at my Grandfather's house. My Aunt 

and I would have conversations in 

Japanese, and impress all of our family 

members. Even though I couldn't 

communicate perfectly, it still made her 

happy that I was trying and interested 

in Japan. She is very proud of her 

home country, and I really envy that in 

her. She also always tries to improve 

herself, whether it be studying, or 

learning something new, she never 

wastes a day. I hope that one day when 

I get older, I can be like her.  

　みなさん、こんにちは。
冬が終わりに近づき、も
うすぐ春がやってきます。
春はわたしの大好きな季節です。一番美し
い季節だと思います。
　今月は、わたしの叔母を紹介したいと思
います。彼女の名前は、
｢ジュンコ　アンダーソン｣ です。彼女は
東京出身で、今はわたしの出身地のレイク
ウッドに叔父のティム　アンダーソンと一
緒に住んでいます。彼らは結婚９年で、叔
母は、文書の翻訳、また英語やスエーデン
語を話したりして、ソフトウェア会社で働
いています。
　わたしが大学で日本語の勉強を始めたと
き、叔母は大変喜びました。なぜなら、彼
女はわたしの勉強を手伝うことができるか
らです。毎年クリスマスには、わたしのお
じいさんの家に家族みんなが集まります。
わたしと叔母は日本語で会話をしたりして、
家族を驚かせていました。完璧な日本語を
使ってコミュニケーションは取れませんが、
日本に興味をもったり、日本語でコミュニ
ケーションを取ろうとする姿勢が彼女を嬉
しくさせていました。彼女は日本をとても
誇りに思っています。わたしは彼女のその
ような想いを素晴らしく思います。また彼
女はいつも自分自身を成長させようと努力
しています。彼女は決して時間を無駄にし
ません。わたしも彼女のように成長してい
きたいと思います。
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平成２３年度　～公民館活動の振り返り～

わんぱく探検スクール

○　牧場へ行こう（５/ ２８）
○　通学合宿（７/ ３～７）
○　川で遊ぼう（８/ ５）
○　自然と遊ぼう（８/ １７）
○　森で遊ぼう（１０/ １１）

１２/ １０（土）
クリスマス会

お菓子の家を
作りました

子育て支援講座

○　おいしいしあわせコンサート（４/ ２７）
○　人形劇（６/ ２４）
○　ポケモンクッキング（８/ ２７・１/ ２８） 

豊齢者大学 今年度から陶芸クラブ
料理クラブ始めました

開講式 新年会

お散歩会 陶芸クラブ

女性講座
お菓子作り教室

プロのパティシエにお菓子
作りを教わりました

８/ １５（月）
第６３回成人式

今年は、２０名の
方々が成人を迎え
ました

地区ぐるみ講座 各地区で様々な講座が行われました

滑津　骨盤体操 関　フラワーセラピー 湯原　男の料理教室

○　ディスコン　　　　　　　○　昔話を聞こう
○　健康教室　　　　　　　　○　ふしぎな料理教室
○　プリン石けん作り　　　　○　防火教室
○　しめ縄作り　　　　　　　○　ヨガ教室

七ヶ宿ふるさと祭り

ハートでアート 応急手当体験

ふれあい市 ふるさと LIVE
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