
 
 
 
 
 

  June 26 (Sun) 1pm-3pm : JAJ Meetup  
                                       @ Season’s Dumpling 
  July 5 (Tue) 7am : 3th Annual Jacksonville    
                                                 Beach Cleaning 
  August 28 (Sun) :  JAJ Meetup Location TBD 
 

毎日暑い日が続いていますね。夏休みに入り、

梅雨入りした日本へ一時帰国されていらっしゃ

る会員のかたも多いかと思いますが、みなさん

お元気でお過ごしでしょうか？ 梅雨の時期は

体調を崩しやすい季節でもあります。お体に気

をつけて日本を満喫してきてください。フロリ

ダにいる皆さんも暑さに負けず、楽しい夏を過

ごしましょう！ 
 

Summer is here!!  Hope everyone is 
doing well, and I assume some lucky people 
are finally visiting families and friends in Japan 
after a long wait.  PCR negative test is not 
required to come back home, so be safe and 
enjoy Japan!!  For those of you staying here in 
Florida, hydrate, hydrate, hydrate!! 
 

５月２６日（木） 

メーポートのベースで行われた

Asian American and Pacific 

Islander Heritage month 

celebrationにて、日本人会か

ら海苔巻き作りデモンストレー

ションとチキンカレー＆ちらし

寿司ランチを提供させていただきました。コー

ラスグループ撫子と、日本舞踊グループ雅によ

るパフォーマンスも加わり、参加していただい

た皆様には大変喜んでいただけたか事と思いま

す。海苔巻きボランティ

アをしてくださったデマ

イヤー万里子さん、撫子

＆雅の皆様ご協力ありが

とうございました。“ジ

ャクソンビルの人たちにもっと日本をしっても

らおう！”  

 

 

 

という JAJのミッション、これからも皆さんと

一緒に頑張っていきたいです！ 

 
5/26 Thursday, Asian American and 

Pacific Islander Heritage month celebration at 
Mayport Naval base.  JAJ 
presented Sushi role 
making demonstration by 
volunteer Mariko Demayer, 
also we served Chirashi 
sushi 

and Chicken curry.  Chorus 
group Nadeshiko and 
Japanese dance group 
Miyabi performed 
beautifully on stage.  

Please join us to 
support JAJ’s mission, 
“ To promote Japanese 
tradition and culture in 
Jacksonville” by 
volunteering at events! 
 

 
 

６月２５日～９月１８日、

ダウンタウンの Cummer 

Museumにて Buddha and 

Shiva, Lotus and Dragon

の展示が始まります。 

１９５６年にアジアソサエ

ティーを設立したロッカフ

ェラー夫妻の約３００のコ

レクションの中からアジア

各国の６７展をジャクソンビルで観ることので

きる貴重な機会です。ジャクソンビル在住の切

り絵アーティスト、マニーフンひろみさんの作

品も同じ時期展示されます。是非お見逃しな

く！ 

https://www.cummermuseum.org/event/asian-

night-market-street-food-dinner-party 
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June 25, Saturday to 
September 18 Sunday, 
2022. 
Buddha and Shiva, Lotus 
and Dragon: Masterworks 
from the Mr. and Mrs. 
John D. Rockefeller 3rd 
Collection at Asia Society 
at Cummer’s museum. 
The exhibition pieces originate from Cambodia, 
China, India, Japan and other Asian countries.  
In addition, there will be a gallery dedicated to 
Hiromi Moneyhun, Japanese paper-cut artist’s 
amazing work.  Please check 
cummermuseum.org for more details. 

 

７月１日はひろみさんのデモンスト

レーションを見ることができます。 
July 1, Artist Meet and Greet with 

demonstration – Hiromi Moneyhun 
Free admission from 4pm to 9pm. 
 

７月２９日、日本人会

で折り紙のボランティ

アを募集しています。 
July 29, JAJ is looking 
for volunteers to 
demonstrate and teach 
Origami during Summer 
Fridays story time at Cummer Museum from 
6pm. 

 

 7月 5日 

ジャクソンビル市、

Keep Jacksonville 

Beautifulと Beach 

Turtle Patrolが毎

年独立記念日翌日に

開催しているビーチ

クリーニングに、ジ

ャクソンビル日本人

会として今年も参加

します。 

集合場所：American 

Red Cross 

（Jacksonville 

Beach Lifeguard 

Station） 

集合時間：7am 

ビーチクリーニング後は、みんなでコーヒーや

ブレックファーストに行きたいと思っていま

す。皆様お誘いあわせの上、是非ご参加くださ

い！ 
 The City of Jacksonville, Keep 
Jacksonville Beautiful and the Beach Turtle 
Patrol are conducting beach clean up after 4th 
of July celebration. JAJ will participate in this 
annual event.  We are going to have coffee or 
breakfast together afterward.  Please join us 
and keep our beautiful beaches! 
 
 

夏のギフトは是非 Amazon

スマイルで！！皆様が普段お使い

になっている Amazonや Amazonプ

ライムと同じ価格でお買い物する

と０．５％が日本人にドネーショ

ンされます。既にアマゾンプライムに登録され

ている方もプライム会員の設定が引き継がれま

す。JAJ のウェブサイト jaj-fl.org からア

マゾンスマイルのバナーをクリックすると直接

お買い物可能です。こちらの方もご協力宜しく

お願いいたします。 
AmazonSmile is a simple way to support 

your favorite charitable organization every time 
you shop on Amazon.  There is no cost to you, 
but Amazon gives back 0.5% of your eligible 
purchases.  Please click on Amazon Smile icon 
on JAJ website when you shop Amazon 
donates 0.5% of the purchase price to JAJ.  
We appreciate your support!! 

 

 

 

ジャクソンビル日本人会 

会長 ヤング きえ 

 

Kie Young 
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