長い夏の暑さが体にこたえ疲れが頂点になる８月の今日この頃、皆様いかがおすごしでい
らっしゃいますか？
７月２８日（日）のコーヒーモーニングは Georgia の St. Mary から参加してくださった
方、小さなお子様連れのご家族等、私たちの会の輪が広まっているのを実感できた集まり
となりました。参加していただいた皆様ありがとうございます！来月に予定されているシ
ニアの方々企画のイベント、１０月に予定しているピクニック等色々な案が出され、実行
委員になってくださった皆様に大変感謝しております。
会の発足時に願った“みんなで作って行く会”になれる様私たちも精一杯努力いたします
のでご協力宜しくお願い致します。
８月３日（土）真子ちゃんに千羽鶴を折る会。ヒックス純子さん宅、４時間近くみんなで
賑やかにおしゃべりをしながら８３０羽折りました。純子さん、マイルズ弘子さん、お茶
やケーキの差し入れありがとうございました。他にも沢山の方が個人グループで鶴を作っ
てくださり、同じ週の水曜日には糸でつなげて完成することができました。千羽鶴作りの
プロ、マギーみゆきさんご指導ありがとうございました。
真子ちゃんはその後経過も良く普通病棟に移りました。８月１２日、千羽鶴と皆さまから
のドネーションを持ってゲインズビルにお見舞いに行って参りました。顔色もとても良く
なってベットの上に座っている真子ちゃんは普通の日本の女子高生で、英語も上手になっ
て看護婦さんたちとコミュニケーションをとる彼女をお父様は終始笑顔で見守っておられ
ました。引き続き副会長のアンダーソンさゆりがお父様との連絡を取ってくれています。
今月のコーヒーモーニングは８月２５日（日）10 時よりいつもの WholeFoods です。
今月も新しい仲間が加わる事を楽しみにしています。
9 月、10 月の予定
9 月 14 日（土）
ナデシココーラス＠Night of Asia

Night of Asia はジャクソンビルのアジアンコミュニティーが集結して歌や踊りを披露す
る今年で７回目のイベントです。チケットの収益は Cure for Blindness、白内障で視覚を
なくす人が多い地域を助ける機関 Himalayan Cataract Project に献金されます。
フラダンス、バリのダンス、中国の駒回しやベトナムの扇子踊りなど、日本からはコーラ
スとお琴のグループが出演します。改めてメールにて詳細をお送りします。
９月２０日（金）
シニアメンバー企画: 題して “日本からジャクソンビルへ-My story”
戦後７４年、米軍のご主人とアメリカでの生活を始めた日本人女性たちのお話をパ
ネルディスカッション形式で聞きましょう。その頃のジャクソンビルはどんな風だったの
でしょうか？日本食はどうやって手に入れていたのか？興味深いお話が聞けると思いま
す。当日はレストラン fuji からお弁当を注文します。改めてご招待メールを出します。
9 月 29 日（日）
コーヒーモーニング＠Whole Foods 10am to 12pm
１０月 13 日（日）
子供も大人もみんなでピクニック＠Tillie K. Fowler Regional Park(NAS JAX の前)
御家族やお友達を誘って公園で秋の日を一緒に楽しみませんか？
飲み物や食べ物を持ち寄って楽しいひと時を過ごしましょう。
こちらも改めて招待メールを出します。
まだまだ暑い日が続くでしょう。
皆様もお体に気をつけてお過ごしくださいませ。

ジャクソンビル日本人会会長
ヤングきえ

Dear members,
How are you all?
7/28 Sun: Coffee Morning @ Wholefoods. We had a lady came all the way from St.
Mary Georgia and young families with small children joined us! I hope everyone
had a great time making new friends, find baby new sitters, exchange numbers and
of course networking. Thank you so much for those volunteered to be a part of
planning committees for September and October’s events.
Together, we will make JAJ great!!
8/3 Sat: Making 1000 Cranes for Mako-chan @ Sumiko Hicks’s. Took 10 of us more
than 4 hours to make 830 cranes. Other small groups made over 200, following
Wednesday we were able to finish. Thank you, Miyuki McGee, for her professional
support (She’s made 1000 cranes twice in the past on her own!!).
Since our last visit to Gainesville, Mako-chan is doing well, she is now out of
ICU. 8/12 we went to visit her again with the cranes and the donation goods.
When we arrived, she was sitting up on the bed communicating to nurses in
English. Her father looked very content to see her smiling. Our vice president,
Sayuri Anderson is keeping touch with her father for any important updates.
This month’s Coffee Morning will be 8/25 at Wholefood.
Mark your calender!
9/14 Sar: Nadeshiko Chorus performance @ Night of Asia
7th Annual Night of Asia event is to raise awareness and funding for Cure for
Blind organization. All tickets proceeds will go to Himalayan Cataract Project.
More information will be sent in JAJ e-mail.

9/20 Fri: Panel discussion with Bento box lunch
Title- Japan to Jacksonville, My stories
Listening session: the life stories of three Japanese ladies. It’s been 75
years since the WWII ended. The ladies came to the U.S. with their servicemen
husbands.
What was it like to live here in Jacksonville then?
Invitations with more details will be sent soon.
9/29 Sun:
Coffee morning @ Wholefood 10am to 12pm

10/13 Sat: JAJ Picnic at Tillie K. Fowler Regional Park in front of NAS JAX.
Bring your family and friends and let’s enjoy hopefully cooler weather!!
Also, invitation will be sent soon.
Hope to see you all soon!!
Japanese Association of Jacksonville,
Kie Young

