日本人会会員の皆様
ご無沙汰しております。私は今末息子の高校生活最後の春休みを利用して New York City に遊び
に来ています。只今のジャクソンビルのお天気 22 度・晴れ、対してニューヨークは 7 度、春休
みなのに一日中雨で。。。ジャクソンビルの青い空を思いながら今月のニュースレターを書い
ております。
3 月 3 日お雛祭りの日曜日は、2 度目のオレンジパークファーマーズマーケットに出店しまし
た。前回よりお天気にも恵まれ人手も多少多かったように思いました。そして新しく４人もの
方が私達の日本人会に入会してくださり大変感謝しております。又マーケットを行き交うお客
様達も気軽に私達のブースで立ち止まって“昔日本に住んでいた”、“これから日本に行きま
す”等色々な会話の場が持てた事で日本人会のミッションの一貫でもある“地域の人達に日本
を知って頂く、日本という共通の分野を通して交流を深める”をほんの少し達成できた感じが
しました。次回の日程はまだ決っていませんが、今後は会員の方々にもブースでのボランティ
アに参加して頂き地域交流にご協力いただけたら光栄です。
3 月 16 日、ジャクソンビル日本語学校で卒業式が行われ日本人会の代表として私が出席させて
いただきました。この学校は７年前に３人のお母様達が設立し今では文部省にも認可されてい
る程の立派な日本語補習学校です。卒業式の前にはマイアミ領事館からいらした平田総領事と
の懇親会にも参加させていただき、今後の日本人コミュニティーの活動や発展についてのお話
を交わす機会にも恵まれました。
平田総領事は卒業式の中で孔子の“恕”（思いやり）という言葉のお話をされました。
＜己の欲せざる所人に施す事なかれ＞ 今は意味がわからないかも知れないけれど心の片隅に憶
えておく様にと子供達に語りかけられました。卒業生の皆さんご卒業おめでとうございます！
3 月 24 日と 30 日は撫子コーラスの発表会です。２４日は Westminster woods on Julington Creek
で 6：３０pm から 7：30pm 迄、ジャクソンビルシンフォニーのハーピスト石丸かよさんが伴
奏してくださり全 5 曲を歌います。３０日はゲインズビルの Gator Wesley Foundation で 1：30
よりお琴、2pm よりコーラスです。詳しくは(jaj-FL.org)ウェブページをご覧ください。
３月３１日の日曜日は朝 10 時から SanJose Blvd のホールフーズで 2 度目の Coffee & Japanese を
予定(変更の可能性有り😅)しています。“日本好き集まれ！“感覚で FB を使って地域に声をか

けています。RSVP は必要ないので何人の人に来ていただけるのか全くわかりませんが、会員の
皆様の中でジャクソンビルの人達と日本について話しても良いよって思う方がいらっしゃった
ら是非ホールフーズにいらしてください。もし誰もかなかったら？？会員同士の Coffee &
Japanese も楽しいのではないでしょうか？
よく”手探りの状態“ですという表現を私は聞くのですが、まさに今の私達の会を象徴してい
る様な気がします。至らない所ばかりですがどうぞこれからも皆様のご協力とご理解のほどお
願い申し上げます。小さくても楽しく、そして長くつずけていかれる会にしたいと思います。
※４月 6 日春の昼食会の RSVP 早めにお返事くださると大変たすかります。

ジャクソンビル日本人会会長
ヤングきえ

Hello everyone!
I am in NYC enjoying my youngest child’s last high school spring vacation. (Finally I will become an
official empty nester in June😘). Today’s NYC’s temperature is high of 49 and little bit missing Florida
sunshine as I write this newsletter.
3/3, the Girls day, JAJ hosted another booth at Orange Park Farmers Market. It was a perfect day for
outdoor market and a lot of people were there with family, friends and their beloved dogs. We
welcomed four new members at the market, and also many people visited our booth to talk about their
experiences when they traveled to or lived in Japan. I again felt the needs for sharing our awesome
Japanese culture with Jacksonville people. JAJ’s mission is to share and promote our traditions so I
guess I can say our mission was completed that day. I had a lot of fun speaking to locals. Next time, will
you able to volunteer at our booth? Please help us sharing our unique culture to Jacksonville
community.
3/16, I represented JAJ for graduation ceremony at Jacksonville Japanese School. Three graduates
whose mothers were the founder of the school completed elementary Japanese program! I was also
invited to speak with General Consul of Japan, Mr. Hirata along with other guests before the graduation
ceremony. We discussed current and future Japanese society’s goals here in Jacksonville.
During the graduation Mr. Hirata gave graduates, “Don’t do unto others what you would not have done
unto you” speech. Congratulations graduates and keep up the hard work!
3/24, Nadeshiko Japanese Chorus will be singing at Westminster woods on Julington Creek at 6:30pm.
Japanese Harpist Kayo Ishimaru (Jax Symphony)will be accompanying the chorus group!
3/30, also Nadeshiko will be performing at Japan Festival in Gainesville. 1:30 pm Koto play, 2pm Chorus
at Gator Wesley Foundation. Please see our web for more details.
3/31, Coffee & Japanese at 10am to 12pm, WholeFoods on SanJose Blvd. (TBC)
This is our 2nd attempt where I need your assistance. I am not asking for RSVP so I don’t know how
many people will be showing up. Might be 10, might be 0. My intention for this event is to
communicate with Jacksonville locals. If anyone interested in Japan? Cooking, traveling, studying,
anime, any questions about Japan JAJ would like to help. If no one shows up we can just simply enjoy
coffee & each other’s company.

Please let me know if you have any suggestions for future events and also any concerns.
*RSVP for the luncheon on 4/6 is due soon!!!

Warmest regards,
Kie Young

