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仮称「野菜の会」参加者募集
　仮称「野菜の会」は、地産地消を進め、町内の学校、施設等での給食や道の駅の出荷を

目指し、町の活性化を図るため発足するものです。

●日　時　３月５日（火）　午前１０時～１１時半

●場　所　開発センター

●対　象　町民だれでも参加できます。農業経験問いません。

●申込・問い合わせ　公民館（☎３７－２１９５）担当　猪狩

雪の中熱い戦いが行われました
　晴天に恵まれた２月１０日（日）、峠田公民館（遊林館）

において第１４回七ヶ宿雪合戦大会がおこなわれました。

町内の小学生と柴田町、七ヶ浜町の小学生あわせて４６

人が雪合戦を楽しみました。

　町外から参加した小学生はあまり見ない雪に大興奮。

雪合戦をしていない時でも終始楽しんでいるようでした。

また、応援に来た保護者の方々も熱くなって大声で指示を出し、相手陣内の旗をとると大

きな歓声を上げていました。

コミュニティ助成事業で長老地区に除雪機等を整備
　平成２４年度、長老地区にコミュニティ助成事業を活

用して、「除雪機」「冷蔵庫」「アンプ・スピーカー」「グ

ラウンドゴルフ用品」を整備しました。

　この助成事業は、財団法人自治総合センターが宝くじ

の普及広報事業として行っています。

ディスコン教室参加者募集
　ディスコン教室は、運動不足になりがちな冬季間に気軽にできるスポーツとして高齢者

の方に大変人気があります。これまで４回開催し、３月１２日（火）が最後の教室となり

ます。初めての方も、すぐに楽しむことが出来るス

ポーツです。多くの方々の参加をお待ちしています。

●日　時　３月１２日（火）　午前１０時～午後３時

●場　所　活性化センター

●参加費　５００円（最終回のみ）

●内　容　午前　ディスコン

　　　　　午後　お楽しみ会

●申込・問い合わせ　公民館（☎３７－２１９５）

担当　猪狩・村上

Winter
  My first experience of winter was when I 
did an exchange in Beijing. It didn’t snow 
very much and the snow was a dirty grey 
because of the pollution.
  In comparison, it snows a lot more here 
in Shichikashuku. The snow is clean, 
white and fluffy. I can take photographs of 
the mountains covered with snow. I enjoy 
skiing, having snow fights, making snow 
huts and snowmen. Oh how comfortable it 
is to lie on a bed of snow! 
  However, winter life isn’t entirely a bed of 
roses. I’ve encountered some problems, the 
chief of which is the freezing of the taps. 
The taps do not function normally. This has 
taught me to not take reliable water supply 
for granted.
  Having to wear many layers of clothes 
to keep warm and wearing long boots are 
things I’ll never have to do in Singapore 
where it is always summer. I will miss the 
winter clothes and activities when I return 
to Singapore.

Singapore’s Climate
  Singapore lies on the equator and is 
affected by the tropical monsoon. It is 
perpetually summer, and hot and humid 
throughout the year. The climate can 
be differentiated into the rainy and dry 
seasons. As a result of the northeast 
monsoon, it tends to rain a lot from October 
to March. On the other hand, with the 
southwest monsoon, the period from April 
to September tends to be drier, though 
there may be squalls and strong winds. In a 
year, the average temperature is 27 degrees 
Celsius, the lowest temperature is around 
25 degrees, the highest temperature is 
around 33 degrees, and the humidity is over 
80 percent.

●冬

　私が冬を初めて経験したのは、北京で交流プ

ログラムに参加した時でした。北京は雪があま

り降らず、少し雪が降ったとしても汚染のため

汚い灰色でした。

　七ヶ宿では、きれいで白くてふわふわした雪

がたくさん降ります。雪に覆われた山の写真が

撮れます。スキーや雪合戦やかまくら、雪だる

まづくりを楽しむことが出来ました。雪の上に

寝転ぶのはなんて気持ちいいことでしょう。

　しかし、冬は良いことばかりではありません。

いくつか問題もありました。一番大変だったの

は、寒さで蛇口が凍ることです。何度か蛇口が

使用できなくなってしまい、給水の大切さに気

づきました。

　この時期、常夏のシンガポールでは服を何枚

も重ね着したり、長靴を履いたりする必要はあ

りません。帰国したら、冬服と冬の経験を懐か

く思うでしょう。

●シンガポールの気候

　シンガポールは赤道直下の熱帯モンスーン気

候に属しており、一年を通して高温多湿の常夏

の国です。季節はあまりはっきりとはしません

が、雨季と乾季の２つに分かれており、北東モ

ンスーンの影響から１０月から翌年３月にかけ

ては降水量が多く雨季の季節となります。一方、

４月から９月は南西モンスーンの影響で、普段

は空気も乾燥して天気のよい日が続きますが、

かなり強いスコールが１時間ほど降って強風が

発生することがあります。１年の平均気温は

２７度強で、最低気温が２５度前後、最高気温

が３３度前後、湿度は平均８０％を超える蒸し

暑い気候です。
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