
 Hello again everyone! Summer has arrived in Yamanashi City with temperatures 

already in the mid-70s (21-27 Celsius). It feels a lot like being back home in Iowa, but my 

friends tell me it will only get hotter here so I plan to eat lots of ice cream to stay cool. The 

summer also means that schools will close for the semester soon, and I can’t wait to travel 

around and see more hidden treasures the area has to offer. I am also preparing a delegation of 

students who will visit Sioux City this coming August! They are really excited about seeing their 

sister city for the first time, and I hope they will have as great an experience there as I am having 

here. 

 

 While it has been busy , I always try  to attend  local festivals in the area and take part 

in many of Yamanashi City’s annual traditions. On the evening of June 9
th

, the city held its 

annual Manyou firefly festival in Manriki Park. What is a Manyou? Manyoushu Festival is to 

commemorate the ancient song book called Manyoshu. Manyoshu is the oldest song book 

in Japan, and it was written in the 8th century. This song book introduces many beautiful 

songs expressing a variety of human emotions and honest human feelings.  

 

 

the koto performance                      candle road 

 

 It was nothing I was used to, but in the end the Firefly festival was really interesting! A 

group of friends and myself dressed up in old Japanese costumes before performing, and other 

participants including Mayor Takekoshi all wore similar clothing while chanting their selection. 

It was great to see everyone from young children to grown-ups on stage, and then later I got to 

try different local foods and meet new friends in the area. I had a great time at the Firefly festival, 

and cannot wait until next year to participate again! 

   



 

Mayor of Yamanashi City Mr.Takekoshi           Brittany    Elliott   Jennifer   Wade 

Chairperson of Yamanashi city council Mr.Satou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



みなさん、こんにちは。 

山梨市はすでに夏です。気温は華氏 mid-70s(摂氏 21～27 度)。まるで、故郷の     

アイオワ州に戻っているような暑さですが、山梨の友人達は、これからもっと暑くなる

と言っています。そこで、涼しく過ごすために、アイスクリームを沢山食べるつもりで

います。 

夏、学校では前期がまもなく終了し、夏休みに入ります。この地域の隠れた 

素晴らしい場所へ旅するのを、私は待ちかねています。 

また、私は８月に山梨市の姉妹都市アイオワ州・スーシティ市を訪問する山梨市  

中学生訪問団の渡米準備のお手伝いをしています。初めての姉妹都市訪問、  

ということで生徒達は期待に胸を膨らませています。私が山梨市で素晴らしい経験を  

したのと同じように、彼らにもスーシティ市で素晴らしい体験をして欲しいと願って 

います。 

忙しい時期でも、私は地元のお祭りに参加し、山梨市の恒例の行事に参加するように

しています。6 月 9 日（土曜日）の夜に 万力公園で恒例の「万葉うたまつりとホタル

鑑賞会」が開催されました。万葉とは？「万葉うたまつり」は歌集の「万葉集」を 

賛美し、朗唱するお祭りです。「万葉集」は日本で最も古い歌集で、8 世紀頃，  

書かれました。万葉集には さまざまな人間の感情と人間の正直な気持ちをあらわす 

歌が書かれています。 

今までに無いような体験でした。お祭りの最後に開催される、ホタル祭りは

興味深いものでした。私と友人達は朗唱の前、古式豊かな万葉風衣装を身につけました。

また、山梨市の竹越市長を含む他の参加者達も同様の衣装に身を包みながら、披露する

歌を口にしていました。ステージの上に立つ老若男女、すべての人々を見ることは 

素晴らしいことでした。朗唱の後、私はいろいろな地元の料理を試したり、 

地元の人達と友達になったりました。お祭りはすごく楽しかったです。来年のお祭りが

待ちきれません！ 

 


