３月ニュースレター
コロナウイルスが勢いを増し世界中に、そしてついに今月はフ
ロリダを含めアメリカ全土に広がって来ました。紙製品や食べ
物まで店頭から消えるのを目の当たりに不安な毎日をお過ごし
の方も多いと思います。でもこんな時だからこそ協力しあって
少しでも快適に暮らせる様に心掛けましょう！
Mark your calender:
3/29 Coffee Morning @ Whole Foods 10am to 12pm- Canceled
4/19 Orange Park Farmers Market 10am to 3pm (Volunteers needed)Postponed
4/26 Coffee Morning @ Whole Foods 10am to 12pm-TBD
5/3

Music festival @ Hendricks Baptist Church-Postponed

5/31 Coffee Morning @ Whole Foods 10am to 12pm-Hopefully on
Schedule
*Afternoon Tea - TBD
2/28 – 3/1：World of Nations
連日続いた雨の為グランドコンディションが非常に悪く、
日本語学校は今年の出店を辞退する結果になってしまいま
した。毎年一番人気の日本ブースが無くてがっかりした市
民も沢山いたと思います。私は 3/1 の日曜日ランチを兼ねて行ってみました。日本の鳥居だけがポ
ツンと建っていて少し寂しい気分になっていると、そこで何とマイアミからいらしていた平田総領事
と偶然にお会いしました。インドネシアブースで購入した春巻きをほおばりながらお話をすることが
出来て総領事の気さくな性格に大感謝です！！
いつもジャクソンビルのことを気にかけていただいてありがとうございます。
3/7 ：Garage Sale 2.0
２月のガレージセールの残品と改めてドネーションされた品々を
売りました。売上の中から＄２００を日本語学校に寄付させてい
ただきます。その他には６人の日本語学校卒業生に日本人会から
T シャツをプレゼントします。卒業生がデザインした柄をアイロ
ンプリントしました。この材料費もガレージセールの売上の中か

ら使わせていただきました。（３月１４日に予定されていた卒業式が延期なってしまったので未だお
渡し出来ずにいます。）
〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜
このパンデミック状態がいつまで続くのか予測がつきません。ジ
ャクソンビル日本人会ではお互いに助け合いながら乗り越えて行
きましょう！お買い物に出るのが不安な方はいらっしゃいません
か？ 一人で退屈だったり不安なったりする方ご連絡ください。
又“こんな時だからこそ出来る事”、“ここに行ったら売ってるよ”、
“ここはデリバリーしてくれるよ”、等の情報ございましたらみんなでシェアしあいましょう。

例えば…
*Publix では３月２４日から火曜日と水曜日の朝７時から８時までを
シニア専用（６５歳以上）のショッピングアワーを設けました。
*Fisherman’s Dock Seafood (904)268-8919 魚屋さんですが Zip code
32223, 322257, 32258, 32259 のお客様にデリバリー始めました。この
他にオレンジパーク(904)278-0255 とポンテヴェドラ(904)482-0070 に
お店があるそうです。デリバリーに関してはお問い合わせください。

この様にみんなで情報交換し合いましょう。新しくなった日本人会のウェブサイトにお役立ち情報と
いうコーナーがあります。ジーンズ恵さんにシェアしたい情報をメールしてください。
jaxjapanesecretary@gamail.com 彼女がお役立ちコーナーに記載してくれます。又私たち役員に情報
いただければ FB に記載することもできます。よろしくお願いします。
ヤングきえ
ジャクソンビル日本人会会長

March Newsletter
Hope everyone is staying safe and at home.
Paper products and even some food disappeared from store
shelves that makes many of us uneasy. Yet, this is the time to
unite, connect (with distance), and be unselfish.

2/28 – 3/1 : World of Nations
Japanese school of Jacksonville canceled this year’s event due to bad ground conditions. I’m certain
that many people were disappointed but there’s always next year. For me I went on Sunday 3/1. As I
was feeling blue looking at Japan’s big red shrine gate standing alone, I ran into Consul General of
Japan, Mr. Hirata. We had a great conversation while I was eating Indonesian egg rolls. I appreciate
Mr. Hirata’s down to earth personality very much. Thank you for thinking about Jacksonville
Japanese community.
3/7: Garage Sale 2.0
We sold left-over items from February’s garage sale and some
added donation goods.
I am happy to announce we are contributing $200 to Japanese
school from this sales profit. The material fee for T-shirts to all
graduates is coming from this profit as well.
(3/14 ‘s graduation ceremony was postponed until further notice)

〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜
JAJ family sticks together during these difficult and unprecedented time. We are always here for you.
Are you afraid or nervous going to groceries? Are you bored or lonely staying home?
Let us know. Please share any helpful information such as: ‘You should do this when you are
home”, “You can buy this at…”, “This store will deliver” stuff like that.
*Publix will be designating Tuesday and Wednesday morning from 7am
to 8am as senior (+65yrs) shopping day.
*Fisherman’s Dock Seafood is delivering fresh seafood to following zip
codes; 32223, 32257, 32258, 32259.

Please e-mail any information to Meg Jeans at jaxjapanesesecretary@gmail.com . She will post it on
“Resources” on our brand-new website. Or message any JAJ officers, we can post it on FB.
Thank you．
Kie Young, Japanese Association of Jacksonville, FL

