
 Welcome back everyone! Classes in the entire city are on break for a month, and 

the temperatures here are well into the 90s (Over 30 Celsius) in the area. Many people in 

Yamanashi City are staying cool by eating cold snacks, heading to the beach, and 

enjoying a variety of summer season drinks. I am not sure I like salty watermelon 

flavored soft drinks, but I will do what I can to say cool! 

 

 The warm temperatures in July and August also mean that festival season is in 

full swing, and in Japan, fireworks festivals are very popular to see and participate in. 

Yamanashi City just had its annual fireworks festival at the end of July, and I was asked 

to join in on the fun! It started in the afternoon as children and adults alike wore a thin, 

one-piece garment called a yukata. Everyone looked so pretty when they wore yukatas!  

We danced on main street for over an hour clapping and chanting to traditional Japanese 

music. I had never danced before, but the mayor of Yamanashi City showed me how and 

even danced with me a bit! I was really tired afterwards, but it was a lot of fun.  



 

 After the parade, participants and observers alike went to buy delicious festival 

foods like takoyaki (squid fried inside batter), yakisoba (grilled or fried buckwheat 

noodles), and many other tasty treats. My favorite Japanese food is yakisoba so I always 

enjoy festival season! I then went and watched the amazing fireworks display with some 

friends for over two hours. It was one of my best moments while in Yamanashi City, and 

I can’t wait until next year to do it again! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ようこそ、皆さん！市内の学校は 1 ヵ月の夏休みに入り、この地域では気温が華氏 90s

（摂氏 30 度以上）になります。 山梨市の多くの人々は涼しく過ごすため、冷たい   

スナックを食べたり、海に行ったり、また様々な夏の季節の飲物を楽しんでいます。   

私は塩気のあるスイカ味の清涼飲料があまり好きではありませんが、「クール（涼しい）！」

と言えることを実行します！ 

 

7 月と 8 月の暑い時期は、お祭りシーズンが本格的であることを意味し、日本では  

花火大会がたいへん人気があります。山梨市では、ちょうど７月末に年に１度の   

「笛吹川県下納涼花火大会」が開催されます。私はこの花火大会に誘われました。 

それは午後から始まり、子供たちも大人も同様に「浴衣（ゆかた）」と呼ばれている

薄手の着物を着ていました。 浴衣姿はみんなとてもきれいでした！ 

私達は伝統的な日本の音楽に合わせて手を叩いたり歌ったりして、1 時間以上   

大通りで踊りました。 私はこれまで（盆踊りを）踊ったことはありませんでしたが、  

（竹越久高）山梨市長は私に踊り方を教えてくださり、その後私と一緒に少し踊って  

下さいました！ 疲れましたが、本当に楽しかったです。 

 

パレードの後、参加者と観客は一緒においしいお祭りの食べもの、例えば、たこ焼き

や焼ソバなどを買いに行きました。私は日本の食べもので、焼そばが大好きです！   

だから、私はお祭りの季節が大好きです。 

それから、私は２時間くらい友人と見事な花火の打ち上げを見ました。 山梨市での 

最高の瞬間のひとつでした。私は来年、またこの行事に参加することを待ちきれません！ 

 


