
 

 

 

さあ、夏真っ盛り！

フロリダの暑い夏が

やってきましたね。

皆さんは夏の計画は

ありますか？コロナ

はだいぶん落ち着いてきたのでしょうか？公共

の場であまりマスクをしている人がいなくなっ

たので”コロナは大丈夫なのかな？“という錯

覚に陥りそうになりますが、引き続き手洗いう

がいなど出来ることをしていきたいですね。 

The Summer is here! Jacksonville is hot 

in the Summer as you all know but at the 

beach there is always a breeze or wind to keep 

you cooler. Do you still wear mask? 

Requirement to wear coverings in certain 

spaces dropped as part of ‘living with COVID’.  

Hand washing regularly is one of the best ways 

to prevent the spread of germs and I would like 

to maintain the things I can do such as hand 

washing and sanitalize.            

 

 

 

 

 

 

July4th   

7月 4日は独立記念日でしたね。

皆さんはどこで花火を楽しみま

したか？自宅で花火をする方も

最近よく目にみかけますが、我が家では愛犬が

花火の音に敏感でずっとクローゼットに隠れて 

 

 

 

 

 

 

いる次第。毎年花火を見よるより先に、犬が心

配です。 

Did you enjoy your 4th of July fireworks? 

Although I enjoy watching fireworks, my dog 

(Poodle) is afraid of fireworks and hide in the 

closet every year.  

These are some helpful links for pet afraid of 

fireworks: My dog is afraid of fireworks – Proud 

Dog Parents 

Calm your dog:  

 

July 5th           ~ Beach Cleaning day ~ 

今年も 7月 5日にジャクソ

ンビルビーチごみ拾いに参

加しました。 

朝早くから前日の花火残り

や、空き缶等沢山のごみを

回収し、また綺麗なビーチ

に戻るお手伝いが出来まし

た。そして、偶然参加したスタッフは、”プロ

ポーズ現場“を目撃したそうです。なんで素敵

な事でしょう。 

ゴミ拾いに参加

してプロポーズ

の場面に出くわ

すなんて素敵な

プレゼントです

ね。因みにローカルテレビでもその様子は放映

されたそうです。 

朝早くから参加してくださった会員の方々、有

難うございます。独立記念日ごみ拾いはまた来

年も参加したいと思います。私たちの手で少し

でもジャクソンビルの環境保全

に協力できたら嬉しいですね。 
We have participated on 

our Annual Beach Clearn Up 

this is ou r third year to 

participate in this wonderful 
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July 23 (Sat) 2pm-5pm 
  JAJ’s Culture Day @ Southeast 
Regional Library 
 
August 28(Sun) 1pm-3pm 
 – Meet up @Season’s Dumpling 
 
September 17( 
 
 

August 28(Sun) 1pm-3pm 
 – Meet up @Season’s Dumpling 
 
September 17(Sat)  
JAJ Senior Appreciation Day Event (TBA) 
 
 



opportunity to keep out Jacksonville Beach 

clean. This year was a special one, members 

who participated in the clearn up witnessed the 

special moment of ‘Proposal’. What a 

wonderful day! We would like to continue 

volunteering this event to help protect natural 

landscapes beaches and even the surronding 

nature and people to avoid 

littering.  

 

 

 

 

■訃報■ 

7月 8日にとても悲しいニ

ュースが日本を騒がせまし

たね。 
奈良県の自由民主党応援演

説で、安倍晋三元首相が銃

撃を受け、暗殺されてしま

いました。 

犯人は政治的な事ではな

く、宗教的な理由で恨み、

暗殺を心掛けたそうです。

安倍氏は、第 90，96、97、98代内閣総理大臣

として、歴代総理大臣中通産在日日数が最長で

会ったことでも知られています。自由民主党総

裁、幹事長、内閣官房長官など長きに渡り、日

本政治の中心的存在でした。安倍政権の目玉政

策の一つとして、”女性が輝く社会“（２０１

４）、又はアベノミクスなど多々貢献されまし

たね。ご冥福をお祈りいたします。 
The former prime Minister Mr. Abe was 

assassinated on July 8, 2022 in the middle of 

campaign speech in Nara city, Japan.  We are 

all saddened and schocked by the shooting of 

former prime Minister Abe. Rest in Peace.. 

 
Mr. Shinzo Abe was a Japanese politician who 

served as one of the longest Prime Minister of 

Japan (Democratic Party) in 2006-2007, and 2012-

2020.  

July 18th            

 
「海の日」は 7月第 3月曜日。2022 年は 7月

18日です。 

海の日は、1996年に国民の祝日として施行さ

れましたが、当初は 7月 20日でした。2003年

に祝日法が改正されると、いわゆるハッピーマ

ンデーにより「7月第 3月曜日」となりまし

た。また、7月 1日から 31日までの 1カ月間

は「海の月間」となっています。 

Marine Day (海の日, Umi no Hi), also 

known as "Ocean Day" or "Sea Day", is a 
Japanese national holiday usually celebrated 
on the third Monday in July. The purpose of 
the holiday is to give thanks for the ocean 's 
bounty and to consider the importance of the 
ocean to Japan as a maritime nation. 

 

熱中症対策            

日本のテレビでは連

日、”人気のかき氷屋

さん“や”冷やし OO

“など冷たいクールな

情報が多数。と、同時

に熱中症のニュースも流れていますね。家の中

に居ても熱中症になる場合もあるそうです。こ

んな症状が出たらお医者さんにかかりましょ

う。 

 



軽：めまい、立ちくらみ、筋肉痛、汗が止まら

ない 

中：頭痛、吐き気、倦怠感、虚脱感等 

重：意識がぼっとする、けいれん、体温が高

い、まっすぐ歩けない等  

 

 
  

We’ve heard the news about exessive 
heat conditions and heat wave often these 
days.  According to the Washinton Post, heat 
advisories and excessive heat warnings were 
issued affecting more than 105 milion people in 
28 states across the central United States and 
the Northeast, where the combination of hot 
weather and high humidity will lead to 
conditions ripe for heat-related illness or heat 
stroke. 
Heat-related illness can be dangerous and 
even in some cases life thretening.   
 
 
 
 
 
 
 

Learn to recognize heat stroke symptoms and 
know how to deliver first aid for the signs of 
heat stroke. 
 

 
 

アンダーソン さゆり 

ジャクソンビル日本人会 副会長 

Sayuri Anderson 
Japanese Association of Jacksonville 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**ジャクソンビル日本人会ではすべてのイベン

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 be following CDC and other 

guidelines to plan and conduct future events. 


