５月に入りすっかり夏陽気の毎日ですが、皆様お元気でお過ごしの事と存じます。
令和が始まり“人々が美しい心を寄せ合う中で文化が生まれ育つ”、安倍総理がおっしゃ
った言葉。JAJ もそんな会になれたらと思います。そして５月は Asian, Pacific Islander
Heritage month という事で色々なイベントのお誘いが有りました。.
４月２８日、Season’s Bakery でのコーヒーモーニングは、ラリーさんがサイフォンで入
れてくださるコーヒーと焼きたてのパンで始まりました。次から次へと美味しいパンを
提供してくださり、会員方々や SNS を見て来ていただいた方々と共に楽しい時を過ご
すことができました。ラリーさんに大感謝です。帰りがけに新しく会員になっていただ
いた方が、“ジャクソンビルで日本人に会えて、家族に会えた様に嬉しい“と言われ感動
しました。これからもこう言った出会いを大切にしていきたいです。
５月２日、タイガーアカデミー小学校で開催された World of Nations にて、日本の小学
校生活についてのプレゼンテーションをボランティア２名で参加しました。
４歳の Pre K から３年生までの子供達は日本の学校の給食、掃除当番、徒歩登下校など
について真剣に聞いてくれました。タイガーアカデミーより日本人会へ”Certificate of
Participation”をいただきました。ありがとうございます！
５月１５日、Allstate で開催されたアジアデーに JAJ からはボランティア４名で参加し
ました。このイベントは日本語学校父兄の永井さんが主催されており、日本の他にもフ
ィリピン、中国、韓国、タイ、インドがそれぞれの国のスナック菓子やデザートを持ち
寄り、Allstate の社員の方達に楽しんでいただくというものした。日本の習字テーブル
は行例が出来る大盛況でした。
５月２５日、Regency Square Library にて折り紙教室を開催。５名のボランティアで鶴、
ピカチュウ、かえる、風船などを折ってとても楽しかったです。大人から子供まで予想
以上に沢山の人が集まってくださり、改めて日本文化の人気を感じました。

５月３０日は領事館の出張サービスです。ジャクソンビルでのサービスは年に１度なの
で皆さんお忘れなく。UNF にて９時から 12 時までです。
５月のコーヒーモーニングは第四日曜が Memorial Day weekend の為１週間繰り上げて
６月２日に Whole Foods にて行います。いつもと同じ 10 時から 12 時です。
夏休みに入るとご旅行、ご帰国でお出かけの方も多いと思います。健康には十分注意し
て元気に夏をお過ごしください

ジャクソンビル日本人会会長
ヤングきえ

Happy May to everyone!
You may already know Heisei emperor has abdicated and the new “Reiwa” era started this
month in May. Prime minister Abe said, “Our nations culture is born and nourished by people’s
hearts being drawn beautifully together”. As celebration of Asian Pacific Islander Heritage
month in May, JAJ would like to continue supporting Japanese community and being the liaison
with the local community in Jacksonville.
4/28, Coffee morning at Season’s Bakery started with Mr. Larry’s siphoned coffee and different
kinds of freshly baked yummy breads. Thanks to Larry’s hospitality, we had a wonderful time
talking to JAJ members and others just came to join us for coffee and Japanese. On our way
home I was moved by the comment made by newly joined member, “When I first met this
Japanese group, I felt like I found my family”. This is what JAJ is for!!
5/2, we represented Japan at Tiger Academy elementary school’s World of Nations. Two
volunteers talked about “Japanese elementary school Lunch & Cleaning routine”. PreK to 3 rd
graders discussed the differences between American school and Japanese school.
JAJ eared “Certificate of Participation”. Thank you, Tiger Academy!
5/15, 3 volunteers participated in Asia Day at Allstate Insurance. Japan, China, India,
Philippines, Thailand, and Korea, each setup dessert tables during the employees’ lunch time.
“Shuji” calligraphy table at Japan booth was super popular!!
5/25, Origami class was held at Regency Square Library. 5 volunteers made Crane, Pikachu,
Frog, Balloon, and more! Many people, children and adults, participated this event. It was an
awesome turn out and we had a great time!
5/30, Consulate General of Japan in Miami is coming to Jacksonville at UNF from 9am to 12pm
for passport and other services. Consulate only comes to Jacksonville once a year.
Please do not miss this opportunity.

May’s coffee morning will be postponed to 6/2 at 10am to 12pm at Whole Foods on San Jose
due to Memorial weekend.
That is all for May. I believe many of you will be traveling during the summer months.
Have a wonderful Jun and please stay in touch with our FB and our website for more news!

Sincerely,
Kie Young
President, Japanese Association of Jacksonville

