
お知らせ

  Hello Shichikashuku! It is starting to 
get a lot warmer these days and with 
that, a lot of bugs are appearing! When 
I was a kid, I remember collecting 
lightning bugs with my sister in front of 
our house. We would use a jar with a cap 
that had holes in the top so the lightning 
bugs could breathe. We would collect as 
much as possible and then before going to 
bed, place them next to our bed. The soft 
glow was very soothing and helped us 
to fall asleep. In the morning, we would 
release them back outside. Do you collect 
lightning bugs in Japan? 
  This month is the last time I will be 
writing to you. After July finishes, I will 
be returning to America. It makes me 
sad to say goodbye to Shichikashuku and 
Japan, but also happy when I remember 
all the wonderful people I met and great 
opportunities I was able to have. These 
are some of my favorite things that I will 
miss when I leave Shichikashuku and 
Japan: 
・The BEST school lunches I’ve ever 
eaten from the wonderful chefs working 
at the lunch center. THANK YOU!
・The 7:00, 12:00, and 5:00 town chime. 
We don’t have any chime in my town.
・Running to Shichikashuku Dam and 
watching the sunset.
・The politest students I’ve ever met.
・The cute Shichikashuku busses. 
・Fall and watching the leaves change
・ALL sweets and desserts. Especially 
ZUNDA mochi!
・Traveling on trains and the Shinkansen. 
・Japanese bread shops.
・The smell of a tatami floor
  There are so many other things I will 
miss, but I don’t have enough space to 
write them all. I want to thank you all for 
being such a warm and welcoming town 
during my two years here. Shichikashuku 
will always have a place in my heart and 
I will miss you all very much. Take care, 
and remember “It’s not goodbye. It’s see 
you again!”

　七ヶ宿のみなさん、こんにちは。あたた

かくなってきて、たくさんの虫も出てきま

したね。わたしは小さい頃、よく家の前で

妹と一緒にホタルをつかまえていました。

呼吸穴を空けたビンに出来るだけたくさん

集めて枕元に持って行き、夜はホタルの心

地よい光の中で眠り、次の日の朝にはホタ

ルをにがしていました。日本でもホタルを

集めますか？

　これが最後のわたしからのメッセージと

なります。７月の勤務を終えた後、わた

しはアメリカに帰ります。七ヶ宿のみなさ

んにさようならを言うのはとてもつらいで

す。しかし、今までたくさんの方々と出会

えましたし、すばらしい時間を過ごせて嬉

しかったです。わたしがアメリカに帰った

後なつかしく思うだろう七ヶ宿と日本での

思い出を記します。

・最高の給食（今までこんなにおいしい給

食を食べたことがありません！）

・７時、１２時、１７時の町のチャイム。

（わたしの出身地にはありません。）

・七ヶ宿ダムへのランニング、またその時

の沈む夕日。

・礼儀正しい生徒たち

・かわいい七ヶ宿バス

・秋の紅葉

・おいしいデザート。特にずんだもち！

・電車や新幹線での旅行

・日本のパン屋さん

・畳のにおい

　これら以外にもたくさんのことをなつか

しく思うでしょう。全てを書き記すことが

できないのが残念です。２年間、本当に本

当にありがとうございました。みなさん、

お元気で。そして、忘れないでください、

これは別れではありません。またいつかど

こかで会いましょう。
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