猛暑が続き日中は草木もしおれがちな毎日ですが皆様お元気でお過ごしでしょうか？
早いもので来月からはもう新学期がはじまりますね。ホッとしているお父さん、お母さんも多いのではないか
と思います。

６月２４日のコーヒーモーニングは沢山の参加者に恵まれ、ご夫婦そろって出席していただいた方々が何名か
いらっしゃいました。女性メンバーの数が圧倒的に多い私達の会ですが、男性に来ていただけるのはとても心
強いと実感しました。これからもどうぞ懲りずにご参加くださいませ。
７月１６日、初めてのアフタヌーンティー。ケーキ２種、パンナコッタ、スコーンやティーサンドでアールグ
レイの紅茶を楽しみました。素敵なお宅を提供して下さったリーしずかさん、お菓子を作ってくれた塚越智子
さん、マイルズ弘子さんご協力ありがとうございました。次回を大変楽しみにしています。

又当日参加して下さったアダムス富美江さんより、プラスティックの箱一杯の手作りクラフトをいただきまし
た。これらは東北の震災時避難所での生活を強いられていた入居者の皆さんが世界中の人にお礼にと作ってく
れた物だそうです。中には英語で書かれたメッセージ付きの物もあります。この大切な品々を私たちの日本人
会で何かの為に役立てたいと考えています。良いアイデアが有りましたらご連絡ください。

７月２０日、これも又初めてのムービーナイト。日本食を持ち寄ってポットラックと昭和映画でソーシャルタ
イム。おしゃべりの時間が長すぎて最後まで映画を見られなかったことを反省しております。ホストのデビッ
トさん、リサさんお疲れ様でした。リサさん美味しいお料理を沢山作っていただいて、そしてお家も提供して
くださってありがとうございました！

そして今月もコーヒーモーニングは第４日曜日、７月２８日 10 時から 12 時で Wholefoods です。新しいイ
ベントの計画や夏休み中の出来事などなど、皆さんと一緒にお話しする機会になったら光栄です。どうぞお気
軽にお出かけください。お待ちしております。

最後にご報告ですが、今月半ばに神奈川県相模原市から肺移植のために来米した女子高生、田村真子さんがゲ
インズビルでの入院生活を始められた様です。ジャクソンビル日本人会として皆様と共に彼女や一緒に来てい
るご家族のお手伝いを出来たらと思っております。本会副会長のアンダーソンさゆりが間に入って“マコちゃ
んを救う会”の方と連絡をとってくれています。詳細がわかりましたら改めてご報告させていただきます。皆
様のご協力よろしくお願い申し上げます。

＊＊募集中＊＊
＊UNF 日本人研究員の男性が下記日程で、借部屋を探しています。
予算:月 600 前後
期間:8/30/2019~2/20/2020 位
場所:出来るだけ大学近辺(車無し)
何方か、一部屋貸してもいいという方 jaxjapanesevp@gmail.com
アンダーソン迄ご連絡下さい。

ジャクソンビル日本人会会長
ヤングきえ

Hi, everyone! It is hard to believe but the school is starting back soon that I can see some relieved
faces of mommies and daddies.
6/24: Coffee morning. Many ladies came with husbands! It was so nice to see male participants as
JAJ’s members are mostly female.
“Dear male members and participants,
Thank you for coming, and your assistance is very important to us. Please continue supporting
JAJ!!”.
7/16: Afternoon tea party. The menu included Black forest cakes, Lemon cakes, Panna cotta,
Scones with homemade jams, and Tea sandwiches served with Ahamad’s earl-gray tea.
Thank you, Ms. Lee, for letting us use your beautiful waterfront home, also big thank you goes to Ms.
Tsukagoshi and Ms. Miles for cooking and baking. Looking forward for the next tea party!

At the tea party Ms. Adams donated a box full of handmade crafts created by the evacuees of 2011
Tohoku earthquake. The people who spent many days at the temporary shelters wanted to thank
everyone who supported them during the most unimaginable and difficult times. Some of the crafts
have messages in English. As JAJ what and how can we use these precious donations? Any ideas
please let me know.
7/20: Movie night social with potluck dinner. Gyoza, Sushi, Yakisoba, Japanese potato salad,
Japanese meatballs, Dim Sums, Kimchi and more food were served at Ms. Postan’s house. Thank
you Lisa for cooking and hosting, and thank you David for co-hosting and presenting Showa movie. I
personally regret not being able to finish the movie due to too much social time….
As usual, last Sunday of the month 7/28 will be Coffee morning at Wholefoods from 10am to 12pm.
Let’s talk about the summer you spent or discuss our future events and more!!
At last, Japanese high school girl Mako Tamura who is from Kanagawa-ken, has just arrived
Gainesville for the lung transplant procedures at UF Shands. Any details about her treatments in
Gainesville are still unknow to us at this point, however, JAJ would like to support her and her family’s
stay in Florida as comfortable as possible. JAJ’s VP Sayuri Anderson is our liaison with Gainesville
Japanese association so she will update with any information with us.

*Male Japanese researcher seeks a room for rent, approx.$600 preferred.
Not planning on driving. Close to UNF preferred.
Length: Aug 30,2019~ Feb 20,2020
POC: jaxjapanesevp@gmail.com Sally Anderson

Sincerely,
Kie Young
President, Japanese Association of Jacksonville

