
         

    

 

 
Mark your Calendar: 

 
 

World of Nations 2022  

 
今年もワールドオブネーションに参加します。今年

のワールドオブネーションは、このニュースレターが発行され

る頃、2 月 26 日（土曜日）～ 2 月 27 日（日曜日）２日間で

開催されます。日本ブースは毎年人気のブースとなってお

り、たくさんのお客様にご来場いただいています。恒例の焼

き鳥弁当に加え、牛丼、抹茶アイスクリーム、コーヒーゼリー

等を販売予定です。 

このところコロナの影響でなかなか旅行をする機会もなかっ

たと思いますので、このイベントで世界旅行を楽しんでみま

せんか？皆さんのご来場を御待ちしています。                                

We will participate in World of Nations 

Celebration again.  It’s 2days even, Feb 26 (Sat) and 27 

(Sun).  Japan booth is always popular in this event, many 

people enjoy Japanese food and Japanese goods.  We 

will have Yakitori (Grilled chicken skewers), Gyu-don 

(Beef Bowl), Match (Green Tea Ice cream), Japanese 

coffee jelly etc.  Traveling around the world in a day is 

so much easier during the World of Nations Celebration!  

 

More detail :  https://specialevents.coj.net/Special-

Events/World-of-Nations-Celebration.aspx 

 

Date : February 26 (10am – 7pm)  

           February 27(10am – 6pm) 

 
Place : Metropolitan Park 
1410 Gator Bowl Blvd, Jacksonville, Florida 32202 

 Jacksonville World of Nations Festival 

2022 February 26 - February 27  

 

 

 

 
品々を目当てに、開店前からたくさんのお客様にお越しいた

だき大盛況に終わりました。 

ガラージセールにドネーションをして頂いた会員の方々、ま

たボランティアで参加してくださった方々、ありがとうございま

した。お陰様で＄600 近くの収入がありました。JAJ の活動

はこのような皆様のサポートとご支援によって成り立ってい

ます。 

Feb. 12(Sat), our annual Garage Sale was 

successfully Done! It was little chilly morning, but 

it turned out very beautiful day!  We had many 

customers since early morning, and we have raised 

over $600!  Thank you for all of our JAJ members 

for donations and help support our associations.    

 

  
 
Happy Valentine’s Day! 

２月１４日はバレンタインデーで

したね。皆さんはチョコレートを渡しました

か？もらわれましたか？バレンタインデ

ーが恋愛に結び付けられるイベントとして

スタートしたのは、なんと１４世紀ごろから

だと言わ れています。 日本でバレンタ

インデーが認知されるようになったのは、1958 年ごろからだ

と言われており、都内の百貨店で開催されたバレンタインセ

ールで「バレンタインにはチョコレートをプレゼントしよう！」と

いう広告やキャンペーンが展開されたことがきっかけのよう

です。ご存じの方も多いの思いますが、３月１４日のホワイト

デーもまた、お菓子メーカーのキャンペーンによってスタート

したと言われています。また、これは「贈り物をもらったらお

返しをする」という日本人ならではの習慣から生まれたイベ

ントのようです。アメリカでホワイトデーのお返しをしてみたら

どういう反応が返ってくるのでしょうね。 

 

                                                          

                                        

２月ニュースレター 
Newsletter, February 2022 

Feb26-27  World of Nations 
Celebration  
March 27  JAJ Meet up (previously 
known as Coffee Morning). 1pm ~ 3pm 
@Season’s Dumpling 
April 24 - Spring Picnic 11am ~ 2pm 
@ Tillie K. Fowler Regional Park 

２月１２日（土）毎年恒例のガラー

ジセールを開催いたしました。 

当日朝は少し肌寒く感じました

が、終わる頃には汗ばむほどの

陽気の中での開催となりました。 

皆様にドネーションいただいた 

 



How did you spend your Valentine’s Day?  Do 

you know how did the Valentine’s Day event start?  It 

has started since 14th century.  This event has been 

noticed in Japan since 1958, one department store has 

started advertising, “Chocolate for Valentine’s Day”.  

However, Valentine’s day in Japan is totally different 

than western country.  On February 14, women give 

gives to men, the most common of which is some type of 

chocolate.  The favor is then returned exactly one month 

later on March 14th on a day known as White Day, When 

men are encouraged to give gifts back to the women who 

treated them on Valentine’s Day.  White Day was born 

in Japan and it’s from our custom, such as when we get a 

gift, we should return favor.  

 
今回はジャクソンビル、またオーランドにあるチョコレート店を

ご紹介します。機会があったら是非行ってみてください！ 

Chocolate Stores near you.      

 

Peterbrooke : https://peterbrooke.com 
 

Sweet Pete’s: https://www.sweetpetescandy.com 
 

Kilwins : https://www.kilwins.com/stores/kilwins-

jacksonville 
 

Windy Hill Chocolate : 

https://windyhillchocolate.com 
 

～Chocolate Store ＆Museum in Orlando ～ 

World of Chocolate & Museum in Orlando: 

https://wocorlando.com 
 

Farris & Fosters Chocolate factory : Farris and 

Foster's Famous chocolate factory | Orlando, FL 

(farrisandfosters.com) 
 

日本へ帰国予定の方 
３月より日本の入国規制（水際対策）が

緩和されるようです。皆さんもご存じの

ように情報がどんどん変わっていきます

ので、出発前にはご自身で、各関係機

関の情報を確認するようにしましょう。 

 

海外安全ホームページをチェック：

https://www.anzen.mofa.go.jp/ 

厚生労働省：ホーム｜厚生労働省 (mhlw.go.jp) 

外務省：外務省ホームページ（日本語）:トップページ 

(mofa.go.jp)   

 

Travel to Japan? 
 Ministry of Foreign Affairs of Japan (mofa.go.jp)                                                                                                                    

Welcome to Ministry of Health, Labour and 

Welfare (mhlw.go.jp) 

 

 

 

 

 

（内閣官房 HP より） 

孤独・孤立は人生の中で誰にでも起こり得るものです。あな

たの家族や周りの友人も、実は今悩みをひとりで抱えている

かもしれません。つらいときは、悩みを抱え込まずに声を上

げることが、次に進むきっかけとなります。あなたの声を聞き

たいと待っている人が、きっといます。また、周囲をよく見渡

してみましょう。気づいたあなたの声かけが、誰かの一歩踏

み出す後押しとなるかもしれません。 声をあげること、声を

かけることで、あなた自身や誰かの次の一歩につながってい

きます。そんな思いでこの企画を立ち上げました。ぜひ、参

加してみてください。 

・ひとりじゃないカフェ 

・私はひとりじゃない体験談 

詳しくは内閣官房 HP：

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodoku_koritsu_taisaku/ko

doku_koritsu_campaign/index.html 

Japanese Medical Doctor in the US ; https://yokumiru.jp  

 

 

今年 1 月より、会費を徴収させていた

だいております。コロナ禍の影響によ

り、様々なイベントもキャンセルを余儀

なくされる 2 年間でした。それに伴

い、日本人会会費も頂かないという選択をさせて頂きまし

た。2022 年からは少しづつではありますが、会員の皆様との

交流はもちろんの事、また色んな楽しいイベントを増やして

いきたいと思います。 

更新の連絡が会計よりお手元に届いていると思いますの

で、郵便での発送を宜しくお願いいたします。また役員に直

接渡してくださることも可能です。 

JAJ Membership Renewal Information:  

JAJ membership is renewed every year. To renew, 

please visit our website: www.jaj-fl.org 

‘Membership’ 

Anyone of our JAJ official can take your renewal 

application 

New member is always welcome! 

  

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, FL 
 
 

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. 

 

（内閣官房）あなたはひとりじゃない～声をあげよう、

声をかけよう キャンペーン 
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