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 Greetings Shichikashuku, and happy 
December! I hope everyone is staying 
warm in this very cold weather. I am 
still trying to learn how to use my 
heater properly!
 Christmas is coming up very soon, and 
I am excited to say I will be returning 
home to America to spend the holidays 
with my family! I haven't told them 
yet, because I want it to be a surprise! 
Christmas is my favorite holiday of the 
entire year. It is such a magical time, 
filled with family and good spirit. I 
enjoy shopping for Christmas presents! 
However, this year, I will buy all of my 
Christmas presents in Japan! My family 
will be very excited to receive presents 
from Japan. 
 Every Christmas eve, I go to my 
Grandma's house with my family 
and we enjoy a big Christmas dinner 
together .  After  d inner ,  we open 
presents together under the tree. On 
Christmas day, I open presents with 
my family in the morning and visit my 
Grandfathers' house in the afternoon. 
I am excited to tell my family about 
my time in Japan so far, and share 
interesting stories! I will return to 
Shichikashuku on December 27th to 
experience the Japanese New Year. I 
hope I will learn how to make mochi!

　七ヶ宿のみなさんこん
にちは！１２月ですね！寒い季節ですので、
暖かくしてお過ごしください。
私は未だに、ストーブの使い方を勉強中で
す！
　もうすぐクリスマスですね。私はアメリ
カの家へ帰って、家族と一緒に過ごすこ
とにしました。今からとても楽しみです！
まだ家族には帰ることを伝えていません。
ビックリさせようと思っています！！　ク
リスマスは私の大好きな行事です。家族と
過ごす、とてもとても素敵な、いい時間だ
と思います。クリスマスプレゼントを買う
のも好きです。今年は、日本でプレゼント
を揃えようと思っています。家族も日本の
プレゼントをとても喜ぶと思います。

　毎年、クリスマスイブには、家族と祖母
の家へ行き、盛大なディナーを食べます。
ディナーの後は、木の下でみんなでプレゼ
ントを開けます。クリスマスの日には、朝
に家族とプレゼントを開けて、午後には祖
父の家に行きます。今年はこれまでの日本
での生活を家族に伝えるのが楽しみです！
おもしろい話を伝えたいと思います！私は
１２月２７日に七ヶ宿に帰ってきて、日本
で新年を迎えてみようと思います。もちの
作り方を習いたいです！

My Christmas tree on Christmas morning
クリスマスの朝のクリスマスツリー

Christmas lights decorate the city!
ライトで飾られた街

My family and I on Christmas!
家族と私のクリスマス！

～ふくし祭・地域の教育力を考える町民のつどい～
　社会福祉協議会と教育委員会が共催で１１月１４日（日）に、「ふくし祭・地域の教育力を

考える町民のつどい」を開催しました。はじめに社会福祉協議会長から、感謝状贈呈と、福祉・

表彰伝達があり、つづいて、教育委員長から教育功績者の表彰を行いました。

　午前中は３つに分かれて参加型体験講座をしました。「笑顔ワークショップ」はきんちゃく

作りや笑いの体操を体験しました。「ご当地Ｂ食ワークショップ」では B 級グルメが今流行し

ているので、当町においても何かを発信し地域を活性化したいと、浮かんだアイディアをシー

トに書きながら、地元の食材をつかって団子汁やそばクレープを作りました。中学生の斬新な

アイディアや、郷土料理のアイディアなどたくさん出ました。「音楽ワークショップ」では「み

ず笛」や「しの笛」や「つばき笛」を作りました。笛が奏でる音色に作る喜びも加わって楽し

い体験講座だったようです。

　また、午後からは東北大学加齢医学研究所教授川島隆太氏の「脳を知り、脳を鍛え、脳を育

む」という講演が開催されました。脳機能を良くする生活習慣としては食習慣から、高齢者は

野菜、果物と豆類をよく食べること、子どもの脳には朝食におかずが多く、みそ汁や野菜を食

べると良いことなどが全国調査の結果であると説明されました。テンポの良い講話に会場は時

の経つのも忘れて熱心に聞き入っていました。

七ヶ宿ふるさと祭り２０１０

　１１月３日（水）に、今年度が初めての事
業「七ヶ宿ふるさと祭り」を開催しました。
当日は、あいにくの雨でしたが終日たくさん
のお客さんで賑わいました。
　活性化センター内では、作品展・写真展・
公演が行われました。作品展では、一般の人
が作ったものとは思えない作品が数多く展示されていました。写真展では、昭和
時代の写真を見て「こんな時もあったね」「○○さん若いねぇ」と昔を懐かしむ
声が数多く聞かれました。町内で活動する音楽芸能団体の公演では、美しい音色、
華麗な踊りで観客を魅了し会場を盛り上げていました。小さなお子さんの日本舞
踊の発表もあり、かわいらしい踊りに大きな歓声があがりました。
　また、活性化センターの駐車場では、ふるさとふれあい市が行われ、美味しい
食べ物や抽選会などのお得なイベントで、来場者のお腹と心を満たしていました。
　フィナーレに行った餅まきでは、大人も子供も一緒になって必死に餅を拾い

「こっちにもちょうだい」とこの日一番の盛り上がりを見せていました。
　初めての開催でしたが「おもしろかったから、来年もまたくるからね」といっ
た声も聞かれ、町民の方々に楽しい時間を過ごしていただけたのではないかと思
います。


