
         

     
 

Mark your Calendar  

 

新年明けましておめでとうござい

ます。昨年も会員の皆様には大

変お世話になりました。２０２２年

も変わらぬサポートよろしくお願

い申し上げます。 

今年の干支壬寅（みずのえとら）は優しいトラの年だそ

うで、その意味は“陽気を孕み（はらみ）、春の胎動を助

く” “冬が厳しいほど春の芽吹きは生命力に溢れ、

華々しく生まれる”などです。コロナ禍での生活スタイ

ルから、新たな希望が持てる前向きな年になりそうです

ね。 

Happy new year to everyone!!  We appreciate your 
continued support for JAJ in 2022.   
This is a year of Water-Tiger which is anticipated to 
be a gentle and calm year.  “After the stormy 
winter, the spring will bring much life and joy”.   
 

 
 

１・１５・２０２２ 新年会 ：ランチ

は Fuji sushiの照り焼きチキン

＆鮭弁当、デザートには水羊

羹、チーズケーキやコーヒーゼリーなどをポットラックで

お持ちいただき皆さんとシェアしました！日本人会から

は、心ばかりですがお赤飯をお持ち帰り用に用意させ

ていただきました。沢山のドアプライズもご寄付いただ

き、ゲームも大盛況となりした！！参加していただいた

方、お手伝いして頂いた方、そしてドネーションの数々

に大々感謝しています。 

New year’s lunch meeting was a great 
success.  We enjoyed Teriyaki Chicken & 
Grilled Salmon bento from Fuji Sushi with 

yummy desserts shared by members.  From JAJ 

we made “Sekihan” which is a red-bean rice dish 

served on happy occasions for everybody to take 

home. 
The door prize game was so much fun since many 
prizes were donated by members.  Thank you all 
for participating, helping, and donating for our 
wonderful gathering. 

 
 

２・１２・２０２２ JAJ 恒例ガレージ

セール：今年も寒い朝になるのでし

ょうか？ 

ちなみに過去３年間でよく売れたも

のは、アクセサリー、台所用品、室

内装飾品、小ぶりの家具、ガーデン

ツールなどです。洋服や靴は新品

物は別として、日本人サイズ（皆さ

ん細いので）は残念ながらあまり売れませんでした。当

日の朝までドネーション品受け付けていますので、どう

ぞご協力お願いします。このセールでの収入はワール

ドオブネーションの参加費（＄８００）や年間の保険料

（＄５００）にあてられます。 

 

JAJ Annual Garage Sale – We are collecting 
items such as fashion accessories, kitchen 
appliances, home décor, small furniture, and 
garden tools.  Clothing is welcome especially 
name brands but need to be in good condition.  
We are accepting items until the morning of the 
sale.  Proceeds from this sale will be used for 
World of Nations Participation fee ($800) and 
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Feb.12 2022 - Annual Garage sale 
@308 Talwood Trace, St Johns 

Feb26-27, 2022 World of Nations 
Celebration @Metropolitan Park 
March 27- JAJ Meet up (previously 
known as Coffee Morning) 1pm to 3pm @ 
Season’s Dumplings 

April 2022 - Spring Picnic 
date, time & location will be notified by      

                                  Feb. newsletter 



Annual insurance fee ($500).  We appreciates 
your contribution!! 
 

２・２６＆２７・２０２２ ワールドオブ

ネーション：今年も日本語学校と

一緒に参加します。焼き鳥の他に

今年は牛丼も用意しますのでお楽

しみに！ 

昨年に引き続き今年も多数ボラン

ティアを募集しています。詳細はボランティアフォ

ームをご覧ください。当日のボランティアだけでな

く、折り紙を折ったり、焼き鳥様のチキンをカットし

たり色々な形でお願いしています。去年のような物

品のドネーションについては、今年は物流問題な

どもありオーダーした品物が予定通り到着しないこ

とを考慮して早めに発注をすませました。寄付金

は常時受け付けていますので御協力の程お願い

申し上げます。（領収書の発行いたします。） 

 
World of Nations:  We will be participating with 
Japanese school.  This year, we added Beef 
Bowl and Coffee jelly to our menu as well as 
our famous Yakitori.  We are asking for 
volunteers in many areas including the help for 
day of the event, origami making, cutting 
chicken, loading, and unloading before and 
after the event.  Please refer to the attached 
sheet for more details.  If you cannot volunteer 
but would like to give monetary donation, we 
have the charitable donation receipt. 
 

 

３・２７・２０２２ JAJ Meet Up: 

『コーヒーモーニングもうしな

いの？』『日本人と気軽にお

話ししたい！』と言うご意見に

お応えして JAJ Meet upをス

タートします。日曜の午後１時

からです。お友達を誘って寄って見てくだい。お待

ちしています。 

 JAJ Meet Up will start in March.  We had many 

people asked to re-start Coffee Morning; however, 

Wholefood’s cafeteria has gotten smaller.  Mr. 

Larry at Season’s dumplings has kindly allowed us 

to use his space.  Looking forward to seeing you 

all!! 

 

 

皆様にとって、２０２２年（令和４年）が素晴らしい

一年となりますようにお祈り申し上げます。 
Cheers to health and happiness in 2022!! 

 

Japanese Association of Jacksonville 

会長 ヤングきえ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

お買い物にアマゾンスマイルをお利

用ください。購入総額の０．５％がア

マゾンから JAJに皆様の負担なく寄

付されます。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。
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（JAJ）は、あらゆる人種・国籍ま

たは民族すべての権利を認めています。 私たちは、イベ

ント・プログラムの管理において、人種、肌の色、または

民族に基づいた差別はしません。ジャクソンビル日本人

会は 501(c)(3)非営利組織です。 
Japanese Association of Jacksonville (JAJ) admits 
members of any race, nationality or ethnic origin to all 
rights.   We do not discriminate on the basis of race, 
color, or national or ethnic origin in administration of 
event/programs.  JAJ is a 501(c)(3) non- profit 
organization. 



 

 


