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New ALT in Shichikashuku
8 August 2012 marked the beginning 
of a new chapter of life for the new 
ALT in Shichikashuku-Town, Miss Lim 
Lee Choon, also known as “Haru” as in 
her kanji-name 林麗春. Miss Lim hails 
from the sunny island of Singapore in 
Southeast Asia.
Miss Lim was introduced to the people 
in town at the obon-odori on 14 August. 
Donning the traditional popular dress 
—the yukata— for summer, she found 
herself immersed in the local culture of 
dance, festivity, lucky draws, games, and 
simply hanging out as a community. 
The following day, Miss Lim attended 
the Coming of Age ceremony. Contrary 
to other areas,  the Coming of  Age 
ceremony is commemorated in summer 
in Shichikashuku-Town. Six young men 
and women entered a new and significant 
phase of their lives on 15 August.
Singapore turns 47!
F ireworks  decorated  the  sk ies  o f 
Singapore in celebration of the 47th 
birthday of the nation.
Since independence from the Malayan 
Federation in 1965, Singaporeans have 
worked hard to arrive at the current 
state of prosperity. Having no natural 
resources, Singapore has only her people 
to rely on for progress. Singaporeans 
stood up to the challenge. After 47 years, 
Singapore has established herself as a 
first-world cosmopolitan nation-state 
where diverse groups of people can 
flourish. 
Obon and Qingming Festival or Festival 
for Tending Graves
Just as the Japanese observe obon, 
the Chinese in Singapore also observe 
Qingming. Qingming usually falls on 
April. During Qingming, Chinese people 
visit the graves of their ancestors and pay 
respects to them. 

　私は８月８日から外国語指導助手として

来た林麗春（リム・リーチュン）です。私

の人生にとって新しい始まりです。私がき

た東南アジアの「シンガポール」は１年を

通して晴れているところです。

　８月１４日に役場前で行われた盆踊りに

参加した私は、夏らしく浴衣を着て、踊り

やゲームをとおして、祭りの賑わいと交流

をとても楽しみました。

　翌日は、七ヶ宿町の成人式を見に行きま

したが他の地域と違って、七ヶ宿町の成人

式は夏に行われます。その日成人を迎え、

参加していた男女６名は、人生の新しい一

歩を進みました。

◆４７回目のシンガポールの独立記念日
　８月９日、独立４７年目のお祝いとして、

シンガポールの夜空が花火で彩られまし

た。

　１９６５年に独立してから今日の繁栄に

至るまで、シンガポール人はとても努力し

てきました。天然資源のないシンガポール

にとって、国を豊かにすることは国民にし

かできないことです。そして４７年が経ち、

シンガポールは様々な国の人が暮らす国際

的な国になりました。

◆お盆とチンミン
　日本人がお盆を祝うのと同じように、シ

ンガポールで暮らす中華系の人は、４月に

チンミンを祝います。チンミンとは、お盆

と同じように中華系の人が先祖のためにお

墓参りをする時期の事を言います。
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