今月は夏休みを利用してご帰国、ご旅行中の方も沢山いらっしゃると思いますが皆様い
かがお過ごしでしょうか？ 今月は雨も多く蒸し暑い日が続いていますね。先日知人が
雪のまだ積もっている黒部平の写真を送ってくれました。涼しい所にいる人が羨ましい
です。
５月３０日は領事館の出張サービスでした。パスポートやその他の手続きを済まされた
方も多いと思われます。
領事館の皆様、遠いジャクソンビルまで来ていただき大変ご苦労様でした。感謝してお
ります。
６月２日、５月の振替コーヒーモーニングで楽しいイベント案をいくつかいただきまし
た。” Pub crawl” の様に”Yukata Crawl”、浴衣や日本柄を着てお出かけしたら楽しいので
は？という案。その他には日本映画放映回というアイデアもありました。こういったイ
ベント企画のお手伝いをしていただける方を探しています。イベントコーディネーター
募集のメールを近日中に送りますのでどうぞよろしくお願いたします。
６月８日、Schultz Center の大きなステージで Inspire, Innovate, Ignite, Motivational
Symposium がありました。日本語学校父兄の永井カズさんを含む８人の人生経験談や前
向きになれるポイント、ネガティヴになりそうな時のモチベーション向上の方法など、
パワフルなメッセージを拝聴して参りました。永井さんからは当日のチケット代の４
０％を私たちの会に寄付していだだけるという事で日本人会からは１０人が参加、皆様
ご協力ありがとうございました。

６月、７月は夏休みの為ジャクソンビルにいらっしゃらない方も多いと思いますが６月
３０日の日曜日も 10 時から Whole Foods でコーヒーモーニングがあります。私達の会
は事務所のようにちょっと立ち寄れる場所がないので毎月１度は決まった場所で時間に
限りはありますが役員の誰かがいて皆様とお話をしたり、地域の人たちとの交流の時間
に出来ればと考えています。これからのコーヒーモーニングの課題としましては、毎月
トピックを決めて集まるべきか、場所や曜日を変える必要性等沢山あると思います。み
なさんのご意見をお聞かせください。

JAJ ウェブサイトのカレンダーは予定を常にアップデートして載せるよう努めておりま
す。詳細未定の予定が多いのが本音です。ご質問等ある方はどうぞお遠慮なく連絡くだ
さいますようよろしくお願い申し上げます。
ジャクソンビル日本人会会長
ヤングきえ

How are you all doing this month? Although many of you are traveling due to summer vacation
I am here in steaming Jacksonville staring with envy at the picture my friend sent from Japan of
the snow covered mountain.
5/30, Passport service by Japanese Consulate at UNF. Thank you very much for visiting
Jacksonville all the way from Miami!
6/2, Coffee morning at Whole Foods. We received two fun event ideas by the
participants: 1)Yukata Crawl, dress up with Yukata or something Japanese and go out to pub
crawl in The five points area or Town center? 2) Japanese movie day. Watch old Japanese
movies, discussion over Japanese food? We are looking for event coordinators to help us plan
many fun activities. I am sending a separate e-mail for the position soon!
6/8, "Power of You", Inspire, Innovate, Ignite, Symposium at Schultz Center. Kaz Nagai, a
parent of Japanese school was one of eight speakers talked about their life experiences, how to
deal with daily ups and downs, and eventually how to become a CHO, Chief Happy Officer.
Mr. Nagai offered 40% of his tickets proceeds to be donated to JAJ. Our participants enjoyed
the powerful messages from the each of the speakers. Congratulations Kaz-san for successful
stage!
6/30, we will be hosting another coffee at Wholefoods 10am to 12pm. As you know we don't
have the office so I am trying to establish a day once a month that people can just stop by. We
can talk about anything. Bring your friends and talk about Japan or plan next events.
My questions to you are; should we change venues every month? should we change time and
day every month? should we have a topic of discussion every month ?
Please give me any feed back.

JAJ's web calendar should be up dated as possible. However, small details are not posted and I
am being honest , most of the times small details are not decided till last minute. When you
have any questions don't hesitate to contact me at any time.
Thank you very much for your support as always.
Sincerely,
Kie Young
President, Japanese Association of Jacksonville

ジャクソンビル日本人会では皆様からのご意見やアイディアを随時募集
しております。詳しくは下記までご連絡ください。

Jacksonville Japanese Association is always looking for
opinions and ideas from you.

Email: jaxjapanese@gmail.com

