
お知らせ

　Hello everyone! The weather has been 
so nice outside lately that I can’t help but 
smile when I go outside. During Spring 
break, I received a wind chime from the 
Junior High School. I hung it over my 
bedroom window and when the wind 
blows, it makes a beautiful sound. The 
sound makes me happy. When I return 
to America, I will hang this wind chime 
over my bedroom window. I will treasure 
this wind chime as a memory of my life in 
Shichikashuku. Thank you!
　This month is Father’s Day on June 
17th. In America, children will often 
draw a picture, write a letter, or make 
something for their Father at school and 
give it to him on Father’s day. These gifts 
are usually very simple but hold a special 
meaning because they are handmade 
and come from the heart. When I was 
an elementary school student, I wrote a 
letter to my dad telling him how much I 
loved him. He hung the letter up in his 
locker at work and after about 17 years, 
he finally retired. Now, the letter is at 
home above his work desk. After all these 
years, he tells me he still reads it. 
　It’s very important to thank your 
parents and tell them how much you 
love them. Not only on Father’s Day or 
Mother’s day, but everyday. Try and think 
of something your parents have done for 
you everyday and say “Thank You” for 
it. Even though it is a small phrase, it 
means a lot!

　みなさん、こんにちは。最近、本当に天

候が良くなってきていますね。春休みに、

私は七ヶ宿中学校から風鈴をもらいまし

た。ベッドルームの窓に掛けていて、風が

吹くときれいな音がします。その音を聞く

と幸せになります。アメリカに戻ったら、

自分の部屋に掛けようと思います。七ヶ宿

の思い出として、この風鈴を一生大切にし

ようと思います。ありがとうございます！

　今月１７日は、父の日です。アメリカで

は父の日に、学校で似顔絵を描いたり、手

紙を書いたり、何かつくったりします。こ

れらの贈り物はたいていシンプルですが、

とても意味のあるものです。なぜなら、手

作りで心がこもっているからです。私が小

学生のとき、父親にどれだけ自分が父を愛

しているかの手紙を書きました。彼はその

手紙を仕事場のロッカーに掛けていまし

た。そして１７年経ち、彼はついに退職し

ました。今その手紙は自宅の机にあります。

今でもその手紙を読んでいると私に教えて

くれました。

　両親に感謝することはとても大切なこと

です。そしてどれだけあなたが両親を愛し

ているか伝えることも大切です。父の日や

母の日だけでなく、普段からです。みなさ

んの両親があなたのためにしてくれている

ことを考え『ありがとう』と言ってみてく

ださい。たとえ短い表現でも、たくさんの

意味が込められています。
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