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Hello again everyone. Today I am going to talk about 
my impressions of Miyota town.  I started working 
in Miyota junior high school last year. Even though 
I had been living in the neighboring Karuizawa for a 
while, I was not familiar with Miyota town at all. 
Now I have worked here for a year Miyota has made 
a good impression on me. I have realized Miyota has 
many good points. The people are polite and friendly. 
It is a charming town, picturesque under Mt. Asama. 
It is similar to Karuizawa but the houses in the forest 
here are mostly dwelt in, which I think is better 
than being empty for lot of the year. This inhabited 
forest part is homely and pleasant. There are also 
many beautiful spots to view cherry blossoms from. 
I feel like I have been given a warm welcome by the 
people of Miyota. 
My favourite memory of Miyota, so far, is of the 
Ryujin Festival. I very much enjoyed attending. I 
am looking forward to attending again when it is 
possible. Miyota has fi ne traditions. I want to try the 
‘Kan no Mizu’one year. I still want to learn more 
about Miyota so please give me information and 
suggestions of things to do if you see me!

Puchi-English Course :  Impression (n) 印象
Let’s look at the root of the word‘impression’, from 
Latin‘pressio’, the same route as‘to press’or‘to 
print’. So with‘im/in’+‘press’it means‘to press 
something into something’, for example push a shape 
into clay ‒ you 
impress a shape into clay. The suffi  x‘ion’makes it a 
noun, it describes the mark that is made by pressing. 
Taken figuratively, impression means the mark 
something made in our thoughts. It is often used 
when we are judging something from a subjective 
position or without specifi c facts.

こんにちは皆さん。今回は、私の御代田町の印象につ
いて話します。去年から御代田中学校につとめ始めま
した。しばらく近くの軽井沢に住んでいても御代田に
ついては全然詳しくありませんでした。現在、１年こ
こで働いて、御代田は私にとって好印象です。御代田
町は色々良いところがあることに気づきました。
皆さんは礼儀正しくフレンドリーです。魅力的な町、
浅間山が絵になります。御代田は森の中に家があって、
人々は住んでいます。軽井沢に似ているけれど、別荘
の人のように１年間留守にするより御代田の方が活気
があって好きです。人々が住んでいる森は快適で良い
です。花見ができる美しいスポットもたくさんありま
す。
御代田の皆さんが私のことを温かく迎えてくれたと感
じています。私の、御代田での一番の思い出は去年の
龍神まつりです。参加したことはとても楽しかったで
す。できるならまた参加するのを楽しみにしています。
御代田町には素晴らしい伝統があります。寒の水を１
回試してみたいです。まだ御代田についていっぱい学
びたいので、もし私と会ったら、ぜひ、御代田町の情
報やおすすめを教えてください。

プチイングリッシュ講座 ： Impression (n) 印象
‘Impression’の語源を見てみよう。
ラテン語の「pressio」から来ていて、これは‘impression’
は‘to press’（押す）と‘to print’（印刷する）と同じ語
源です。
それで 「im」+「press」 で「何かを何かに押す」の意味
となります。たとえば、型を粘土に押す。
impressに接尾辞の「-ion」を加えると名詞になり、それ
は押すことによって作られるマークを表しています。
比喩的に使えて、「impression」とは、私たちの思考
の中にあるものを意味しています。
主観的な立場から判断するときや詳しい情報を持って
いないときにもよく使用します。
fi rst impression ： 第一印象
make a good impression ： 好印象を与える

My Impression of Miyota

公民館ヨガ教室 参加者募集
場　　　　所　エコールみよた　大会議室
申 込 方 法　随時電話、窓口、町公民館SNSへのメッセージにて受け付けます。
問い合わせ先　教育委員会生涯学習係（32）2770

※予約制のため、事前に参加する日をお申し込みください。

日　程　11月5日（木）、10日（火）、24日（火）
時　間　午前10時～ 11時
持ち物　ヨガマット （※レンタル100円）
　　　　ブランケット
参加費　800円／回
定　員　10名

日　程　11月6日、13日、20日、27日 全て金曜日
時　間　午後6時30分～ 7時30分
持ち物　ヨガマット（※レンタルはありません。）
参加費　500円／回 
定　員　15名

　自分の身体や心の面倒をみること＝セルフケアは、とても「子育て」に似ています。
　地域のママパパ、おじいちゃんおばあちゃん、各世代一緒に集い、自然体の赤
ちゃんをお手本にしながら、ゆったり身体を伸ばしていきましょう。
※お子さまを連れて参加できます（生後２カ月以降）。
※授乳・おむつ替えも室内でできます。
※病気やけがをしている方は医師に確認してからご参加ください。

　日ごろの疲れを癒したい、凝り固まった体をほぐしたいなどのお悩みをお
持ちの方、ヨガを通して心身共にリラックスしてみませんか？
　初心者・経験者問わず【集中して心と体に向き合えるヨガ教室】となります。
　お体の硬い方でも気軽にお越しください。
※小学校高学年以上からの参加が可能です（保護者同伴）。

「地域のゆとりヨガ教室 ～こどもが真ん中～」

「リラックス・リフレッシュヨガ教室
 ～心と体を整える～」

講師：なかざわ　ようこ
ヨガインストラクター

講師：にしかわ　まきえ
米国公認クリパルヨガ教師
 ・保育士

御代田町公民館SNSを
開設しています！

twitterfacebookinstagram

新型コロナウイルス感染症の状況によっては
中止・延期する可能性があります。
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