
 
  
 

                            

                  
 
 
 
 
                                      
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      

                                                                                                            

                                                                                                             

                                                                                    
                                                                              
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
 
 
 
 

                                                                                                                                 

８月ニュースレター 

ジャクソンビル日本人会 

Newsletter, August 2021 

 

September 4th – Member’s Luncheon 
                             @ Fuji Sushi Restaurant’ 

Happy summer to all JAJ members! 
 
毎日、蒸し暑い日が続いていますがいかがお過ごしでし

ょうか? 

今月はオリンピック観戦楽しまれた方も多いと思いま

す。そして２４日からはパラリンピックが始まりますね。こ

のパラピンピックの発祥の地って何処かご存知です

か？ 始まりは１９４８年ロンドン郊外の病院で、第二次

世界大戦で主に脊髄を負傷した兵士達のリハビリの一

貫として、アーチェリーの競技会が開かれたそうです。

その後１９５２年には国際大会となり、１９６０年のローマ

大会からはオリンピック開催国で、１９８８年のソウル大

会からはオリンピックの直後に同じ場所で開催されるよ

うになりました。リハビリスポーツからアスリートによる競

技スポーツへと発展したパラリンピックは、当初の

Paraplegic （対麻痺）から Parallel（もうひとつの）オリンピ

ックという公式名称になりました。 

 

November - Farmer’s Market 
January – New Year’s party 
February – Annual Garage sale 
World of Nation – End of February to early 
March 
May – Spring picnic 
 

★★Mark Your Calendar★★ 

パラリンピックの聖火は発祥の地イギ

リスから、そして開催国の各地でも採

火され最後に一緒に点火されるそうで

す。“パラリンピック聖火はみんなのも

のであり、応援する全ての人の熱意が

集まることで聖火を生み出す”もう一つ

のオリンピック楽しみですね。 

 

Veterans in wheelchairs faced off in archery 
competitions.  The first international games were 
held in 1952, and in 1960, Rome Paralympic the 
games took place after the Olympic. In 1988 in 
Seoul, the Paralympic Games were held at the same 
site right after the Olympic for the first time.  As 
Paralympic had reformed from rehab sports to 
athletic competitions, the official name also 
changed from “Paraplegic” Paralympic to “Para 
(beside) “ Paralympic.  It means that Paralympics 
are the parallel games to the Olympics and illustrate 
how the two movements exist side by side. The 
torch relay began August 12th after being lit in 
multiple locations in Japan and Great Britain, 
traveled around Japan and will end in the main 
venue. 

 

I hope you enjoyed Tokyo Olympic and 
now Paralympic will start on the 24th.  
Paralympic history began in 1948 at a 
hospital for war veterans in Stoke 
Mandeville near London to rehabilitate 
paraplegic patients from WWII. 

私も知らなかったこのイベント、６月４日から８月末まで

毎週金曜日の夜ジャクソンビル動物園開催されていま

す。 

普段は見られない夜の動物達を楽しめる他にも音楽や

ダンス、イルミネーションや灯籠流しもやっているそうで

す。会員のじゅんさんがレポートしてくださいました。 

灯籠流しは入場料に含まれていて、向こうでペンが用意

されていて絵を描いたり出来ます。他にもいろいろと中

でダンサーが踊っていたりアフリカンバンドが入ってたり

して盛り上がっていました。 夜１０時に閉まるので小さい

お子さん連れはちょっと早め７時くらいに行ったほうが楽

しめるかもしれません。灯籠流しは奥のアジアン庭園の

ところでやっているのですが、プロジェクトマッピングがと

ても素敵だったので、これを楽しみたい方は８時以降暗

くなってからの方がハッキリ見えます。竹林のライトアッ

プも京都みたいで綺麗でしたよ。ただ虫除けスプレーを

忘れずに！！ 

 
https://www.jacksonvillezoo.org/illumizoo?gclid=EAIaIQ
obChMIxqGptoDN8gIVif_ICh042ANMEAAYASAAEgI4evD_
BwE 



                                    
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                               
 
                     
                                                                                                                                                       
 
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                         
                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                             
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

IllumiZoo Summer Spectacle 
How can I missed this fun 
event?  Well, I guess one 
more Friday left this month. 
Not only you can adventure 
through the park to enjoy 
the Zoo after hours, but also 
experience live music, dance, 
illuminations, and floating 
lanterns in Asian bamboo 
garden.   
 

IllumiZoo Summer Spectacle 
How can I missed this fun event?  Well, I guess one 
more Friday left this month. 
Not only you can adventure through the park to 
enjoy the Zoo after hours, but also experience live 
music, dance, illuminations, and floating lanterns 
in Asian bamboo garden.   
 
JAJ member Ms. Jun visited the park recently.  
Here is her report. 
The admission includes the lantern.  You can draw 
pictures on lantern, pens are provided.  Live music 
such as African band was playing creating a fun 
atmosphere.  The zoo close at 10pm so if you are 
vising with small children, I recommend go early 
like 7pm.  The floating lantern is at the Asian 
garden.  Project mapping was gorgeous especially 
after dark.  The bamboo forest’s light up reminded 
me of Kyoto.  Don’t forget to bring a bug repellant. 
Please check and see for more details at 
jacksonvillezoo.org 

今月のレストラン 

Fuji Sushi 

reported by Misako Davis 

Menu includes various 
sushi, Japanese 
dishes, and ramen.  If 
you are craving for 
grilled fish just contact 
the owner chef for 
today’s catch.  Staffs 
are super friendly, and 
the owner chef Mr. 
Shinki is very fluent in 
Japanese.  Our 
member’s lunch will 
be held at this favorite 
restaurant. 
 

お寿司はもちろん、豚骨ラーメンも超お薦め。その

他にもメニューには載っていない焼き魚も美味しい

ですよ。事前に問い合わせると、その日に用意でき

るお魚を教えてくれるそうです。スタッフはみんなフ

レンドリーで、オーナーシェフの Mr. Shinki さんは

日本で修行したので日本語もとっても上手です。 

９月４日はこの Fuji Sushiでメンバーズランチを開

催します。 

 

Fuji Sushi  
WEB:  Fujijapanesejacksonville.com 

4405 Roosevelt Blvd Unit314 
Jacksonville FL  

(904)-381-1777 

**ジャクソンビル日本人会では全てのイベントの際、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 befollowing CDC and other 

guidelines to plan and conduct future events. 

ヤングきえ ジャクソンビル日本人会会長 

Kie Young, 
Japanese Association of Jacksonville   

 


