
 
 
  
 

                            
                  
 
 
 
 
                                       
                                                                                                       

                                                                                                                                                                            
 
 
 
  
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                               
 
 
                                           

  
                           
 
                                       

                                                                                                               
 

                                                                                                          

 

7月ニュースレター 

ジャクソンビル日本人会 

Newsletter, July 2021 

 

Sep. 4th – Member’s only Luncheon 
               @ Fuji Sushi’ 

                                                               
 

 
 

November - Farmer’s Market 
January – New Year’s party 
February – Annual Garage sale 
World of Nation – End of February to early March 
May – Spring picnic 
 

★★Mark Your Calendar★★

luncheon 

この水泳選手ご存知ですか？

ケイレブ・ドレセルさんはクレイ

高校卒業、グリーンコーブスプ

リングス出身の自由型とバタフ

ライのメダル候補者です。 
頑張ってください！では、 

この NPOはサーフィンを通

して子供達をサポートする

団体です。 

フロリダ出身のオリンピアン

サーファー、キャロライン・マ

ークスさんを一緒に応援し

ましょう！ということで、子供

達はオリンピックの開会式

をみんなで観て、サーフィン

を数時間した後、おにぎり

弁当にチャレンジしました。

佐島さんのお弁当をみんな

美味しそうに食べていまし

たよ。ランチの後は JAJの

紹介、日本の紹介、日本

語、そして、みんなで折り紙

をしました。 

 

July 23rd. 
Volunteer at SurfearNEGRA surf 
camp. 
 

July 5th 

 
ビーチクリーニングご参加ありがとうございました！海

亀さん達も喜んでいるでしょう。 

Thank you for participating Jax beach cleaning!  Our 

sea turtles are all happy now! 

 

 

 

Happy July to everyone! 
皆様お元気でお過ごしでしょう

か？東京オリンピックいよいよ開

催されました！ 

 
 

 

 
Do you know this swimmer? Celeb Dressel is a 
freestyle and butterfly swimmer from Green Cove 
Springs representing USA for Tokyo Olympic!!  
 
 
 

 

SurfearNEGRA is a 501c3 
organization focused on 
bringing cultural and 

サーフィンが東京オリンピックで競技種目として導入され

たことで、JAJ に興味を持っていただきました。 

フロリダ出身のオリンピアンサーファー、キャロライン・マ

ークスさんを一緒に応援しましょう！ということで、子供

達はオリンピックの開会式をみんなで観て、サーフィンを

数時間した後、おにぎり弁当にチャレンジしました。 
 
佐島さんのお弁当をみんな

美味しそうに食べていまし

たよ。ランチの後は JAJの

紹介、日本の紹介、日本

語、そして、みんなで折り紙

をしました。 

 

 

gender diversity to the sport of surf.  They 
invited JAJ to celebrate surfing being chosen 
for 2021 Olympic in Tokyo, and most 
importantly to cheer Floridian surfer Caroline 
Marks together. 

 

 



                               
 
 
 

                                                                  

 

                                               

                                       
 

 
 
                     
                                                                                                                                                       
 
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                         
                                  

              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
  
 
 
 
 

                             

今月のお店紹介   Pan se Food Mart 

6338 103rd St. 

Jacksonville, FL 32210 

(904)-503-8113 

**ジャクソンビル日本人会では全てのイベントの際、CDC を始めとするガイド

ラインに沿って計画、行動します。**JAJ will befollowing CDC and other 

guidelines to plan and conduct future events. 

ヤングきえ ジャクソンビル日本人会会長 

Kie Young, 
Japanese Association of Jacksonville   

 We gave a presentation about JAJ, Japan, 
Japanese language, Origami and enjoyed 
Sashima’s bento box with camp participants. 
Thank you Sajima Street fare for your support! 
 

このグロッサリー

のオーナー、サラ

はミャンマー人で

す。彼女はミャン

マーからの移民・

難民の人たちの

お世話をしている

コミュニティーリ

ーダーでもありま

す。

 

コロナの中、職を失った彼女は１年程前にこのお

店を開きました。全くの素人の彼女が妹さんと一

緒に切り盛りしているので、最初は何を仕入れて

良いのかもわからなかったそうです。 

「最近は日本の物も置いているのよー」って彼女

から連絡をもらい行って来ました。日本食の他に

も、中国、韓国、ベトナム、そして勿論ミャンマー

の食べ物があります。ウエストサイドです。是非

立ち寄ってみてください！

 

 

 The owner of this grocery is 
Sarah, she is from Myanmar.  
She is a great community leader 
who takes care of 
refugees/immigrants from her 
country.   
 

 However, she messaged me one day, “I have some 
Japanese stuff in my store.  Please come!”.  Here is 
Sarah and her store now  
The store also carries, Chinese, Korean, 
Vietnamese, and of course Burmese food. 
Located in Westside!! 
 

 

 

XS, S, M, L：20 ドル 

2XL：25 ドル 

 
JAJ T-shirt for sale!  
$20 for XS, S, M, L, 
XL, $25 for 2XL. 
 

 

★ジブリファンの方必見★ 

For Gibli fans!! 
https://www.youtube.com/watch?v=b-oKdY0K644 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b-oKdY0K644

