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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?
Keeping on topic of summer, what are
some of your favorite things to do when it
gets hot outside? Around my hometown,
there are a lot of pools that have many
different slides and fun water rides to
play on. Also, since I live next to Lake
Erie, going to the beach is very easy and
convenient too! When I was younger, my
favorite thing to do was to play outside in
the rain. I think that a lot of the things
people do in America to stay cool are the
same in Japan as well. Do you play in the
rain? If not, you should try it!
I also wanted to mention that my family
was able to come to Shichikashuku in
May! Although it was only for a very
short time, they still had a wonderful
experience seeing Shichikashuku.
They were so impressed with how nice
and polite the students and teachers
were, and also with how beautiful the
town was. I would like to thank you
for being so welcoming and friendly to
my family. You made them so happy,
and I don’t think they will ever forget
Shichikashuku. Thank you so much!

七ヶ宿のみなさん、こんにちは！
暖かくなってきて、虫もたくさんでてき
ましたね。小さかった頃、わたしはよく家
の前で妹とホタルをつかまえていました。
花瓶にふたをして、そしてその上に穴をあ
けたふたをし、ホタルが呼吸できるように
していました。たくさん集めてベッドの横
に置いていました。ホタルの光は、眠るの
に落ち着きを与えてくれました。朝には外
ににがしていました。みなさんもホタルを
つかまえますか？
夏の話題を続けましょう。夏の暑い日、
みなさんはすることがありますか？私の町
では、プールがたくさんあり、そこにいろ
いろな滑り台などがあります。また私はエ
リー湖の近くに住んでいたので、砂浜に行
くことも簡単にできました。小さかった頃、
私が大好きだった遊びは雨の日に外で遊ぶ
ことでした。アメリカも日本と同じように、
少しでも涼しくなろうと人々はいろいろな
ことをします。皆さんは雨の日に外で遊び
ますか？もし遊んだことがないなら、ぜひ
遊んでみてください！
６月に私の家族が七ヶ宿にくることがで
きました。とても短い時間しか七ヶ宿に滞
在することができませんでしたが、みなさ
んとすばらしい時間を過ごすことができま
した。七ヶ宿町の美しさ、生徒や先生方の
優しさに、家族みんなが感動していました。
私の家族を温かく迎えてくださったことを
心から感謝したいと思います。このことは
一生忘れません。本当にありがとうござい
ました！
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