12 月ニュースレター
Newsletter, December 2021
Mark your Calendar:

Jan 15, 2022 - New Year’s party
＠Fleming Island Community Center
Feb 2022 - Annual Garage sale
Feb26-27, 2022 World of Nations
Celebration
May 2022 - Spring Picnic

2021 年を振り返って。。皆さ
ん、どのような年でしたか？試
練、忍耐に触れる一年でした
ね。人に直接会うことはできま
せんでしたが、SNS の発展、イ
ンターネットで、遠くに住んでい
る方とも ZOOM など、様々なテクノロジーを通して出
会ったり、お話したりと、新しい発見もあったのではないでし
ょうか？

While these challenges affect everyone, and
path forward may feel uncertain, to change the
trajectory for the better, we all come together to
build a better, safer, future we can share.. Misako
Davis (Administrative Board member of JAJ).
新年会のお知らせ
来たる 2022 年 1 月 15 日に
Fleming Island Community
Center にて、日本人会新年
会並びに年間活動報告会を開催いたします。詳細は別
途、メール及び evite にてお知らせいたします。是非奮
ってご参加ください。

Mark your calender! JAJ New year luncheon
meeting is scheduled on January 15 th, 2022 in
Fleming Island Community center. All JAJ
members are welcome. More details will be sent by
‘e-vite’.
参加希望の方は evite への返信もしくは、マドリック恵
までご連絡お願いいたします。POC: Megumi Mudrick

寅年は「成長」や「始まり」の年 Year of the Tiger in
2022!!
2021 年は前年から続いて、新型コロナウイルスの感染拡
大が私たちの生活に大きな影響を与え、廃業を余儀なくさ
れた店舗ややむなく退職した方もたくさん存在しました。し
かし、一方で飲食配送の「ウーバーイーツ」といった新しい
業態の利用が拡大しています。来年 2022 年の寅年は、こ
れらの新しい芽が「成長する」、新しい日常が「始まる」年
になって欲しいものです。

2022 is the year of the Tiger! We call ‘Tora doshi’ in Japanese language. This is the third
animal in the Chinese zodiac. Get ready for the
Tiger year! Since last year, our daily life and
many businesses have affected by COVID-19
pandemic. However, new generation business
style has been developed, like Uber eats! We
hope we can RESTART new year and new daily
life as new sprout grows!
日本ニュース
新しい変異株オミクロン株が確認されています。11
月 30 日午後の記者会見で、アフリカ南部のナミビアから入
国した 30 代の男性が、新型コロナの新たな変異ウイルス
「オミクロン株」に感染していたことが確認されたことを明らか
にしました。日本国内で、オミクロン株の感染者が確認され
たのは初めてです。新しい変異ウイルス「オミクロン株」の感
染は、世界の 16 の国と地域で確認されています。

人類と感染症の 2000 年に渡る歴史
いまだに収束の兆しが見えない新型コロナウィルス
感染症。人類はこれまでの長い歴史の中で、いくつもの感染
症と戦ってきました。
原始時代のヒトは数百人規模の小さなコミュニティを保ち、移
動しながら動植物を得る狩猟採集の生活をしてきましたが、
1 万 1000 年ほど前、人と感染症は大きな転換点を迎えま
す。農耕の開始、定住、野生動物の家畜化によって、人口が
増え、家畜を介して様々な感染症が人類を襲うようになりま
す。効率化を追求して都市間の移動が盛んになると、新型コ
ロナの様な新たな感染症には脆弱になります。然し何事
にも、‘終わりのないトンネルはない’のです。

Japan has 3rd Omicron case as Prime Minister
Kishida confirms strict response
Although, Japan has seen a sharp drop in
daily Covid-19 case since September. Prime
minister Kishida vowed to take strict measures
based on a worst case scenario of a possibly
resurgence of infections due to a third case of the
new omicron variant.
年末に日本へ一時帰国される方へ

New member is always welcome!
ジャクソンビル日本人会役員：
ヤングきえ （会長）
アンダーソンさゆり （副会長）
ジーンズ恵 （会計）
マドリック恵 （総務）
デイビス美佐子（文化交流・総務）

JAJ Official Staff
President : Kie Young
Vice President : Sayuri Anderson
Chief Finance Officer : Megumi Jeans
Chief Operation Officer : Misako Davis
Secretary : Megumi Mudrick
Liaison Officer : Yoko Lafferty
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

出発前には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)

日本人会更新のお願い
新年１月より会費を徴収させ
新年１月より会費を徴収させて
て頂きます。
頂きます。
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参りますので、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

お買い物にアマゾンスマイルをお利用ください。購
入総額の０．５％がアマゾンから JAJ に皆様の負
担なく寄付されます。既にアマゾンプライムに登録
されている方もプライム会員の設定が引き継がれ
ます。JAJ のウェブサイト jaj-fl.org からアマゾンスマイルのバナー
をクリックすると直接お買い物可能です。こちらの方もご協力宜しく
お願いいたします。Please click on Amazon Smile icon on JAJ
website when you shop on Black Friday or Christmas gifts.
Amazon donates 0.5% of the purchase price to JAJ. We
appreciate your support!!

では皆様、今年もサポートありがとうございました。
どうぞ良いお年をお迎えください。
Thank you for all your support in 2021!
Hope you have a happy new year!
デイビス美佐子 ジャクソンビル日本人会 ▪ 総務
Misako Davis
Japanese Association of Jacksonville, FL

