
 
 
皆様こんにちは。 
 

平成も残るところ後１週間となりました。新しく始まる時代にワクワクする様な思いでいます

が皆様ご機嫌如何でしょうか？ まずは 3/31 にホールフーズで行われた第２回目のコーヒーモ

ーニングのご報告です。1 回目同様、人が集まるのか不安に駆られた朝でしたが沢山の方に来

ていただきました。中でもこの夏から埼玉の高校に留学が決まった学生さんがご両親といらっ

しゃり、そのご両親から娘を日本に送る前に日本の人達と話が出来て安心したと言われた事が

とても印象に残っています。その他には日本一人旅から帰って来たばかりの方や、数年前に日

本で先生をされていた元 JET のメンバーご夫妻が参加してくださり、このご夫妻は日本人会の

メンバーにもなって頂きました！ 
 

４/6 春のお食事会は美味しくてサービスが良いと大評判のフジ寿司でのランチョン、沢山の方

に参加して頂き秋刀魚弁当や、刺し身弁当、デザートのケーキや大福を美味しくいただきまし

た。フジ寿司さんに大感謝です！そして今回の抽選会は戴いたギフトカードやドネーショング

ッズで以前にも増して大変盛り上がりました。貴美子さん、リサさんご協力ありがとうござい

ました。他にもご出席いただいた方々に意見カードを書いていただいたり、席替えをして新し

いお友達とおしゃべりする時間を設けさせていただいたりして２時間がすぐに過ぎてしまいま

した。貴重なご意見はこれからのお食事会や集まりに役立てていきたいと思っています。 
 

４/28 は 10 時から第三回コーヒーモーニングです。会員同士やお友達も誘ってコーヒーでも飲

みませんか？日本についての質問がある方がいらしたら皆さんで答えてあげましょう。今回は

Jax Oriental 並びの Season’s Dumpling Bakery です。オーナーのラリーさんは日本人会の会員でも

ありとても親日家です。サイフォンで入れてくれるコーヒーや焼きたてのパンは最高ですよ！ 
 

5/2 のターガースクールでのボランティアは決まりました。今の所１０日のボランティアがい

ないのでキャンセルを考えています。 
 

5/25 の折り紙教室のボランティアも未だ募集中ですのでご興味のある方はご連絡ください。 
 

5/30 は UNF で領事館出張サービスがあります。詳しくは jaj-fl.org をご覧ください。 
 
 

又々長くなってしまいましたがご報告まで。 

ジャクソンビル日本人会会長 

ヤングきえ 



 
I hope this newsletter find you all well.  In Japan new “Reiwa” era is about to begin on May 1st 
and I am feeling enthusiastic about it!  
 
3/31 was our 2nd Coffee Morning held at Whole Foods.  Again, I was nervous about people 
coming, but many came.  Thank you so much for your support!  A high school student who is 
going to study in Saitama as Rotary Club exchange student came with her parents.  The parents 
seem a bit anxious about their daughter going away but it was nice to hear that they feel more 
comfortable after Coffee Morning with us.  We also met a gentleman who just came back from 
traveling around Japan, and a couple whose wife is a JET program alumnus.  I am so happy to 
have this couple as our association’s new members!! 
 
4/6 Spring Luncheon was so much fun!  We enjoyed yummy bento lunch box and desserts, 
raffle draw, and seat changes to meet and greet new friends.  Kimiko-san and Lisa-san, thank 
you for your contribution for the raffle prizes.  The comment cards the members wrote will be 
used for our future events. 
 
Next Coffee Morning will be on 4/28 from 10am at Season’s Dumpling Bakery.  The owner of 
this restaurant Larry-san is JAJ member and a humble student of Japanese.  Let’s enjoy his 
siphon coffee and freshly baked bread!  
 
5/2 at Tiger school volunteer position is filled, however, we will be canceling 5/10 due to lack of 
volunteers.  5/25 at Regency Square Library, Origami volunteers are still needed.  Please let me 
know if you are interested.  
 
5/30, The consulate general of Miami is coming to UNF for passport services.  Please check our 
website for more details. 
 
Have a great rest of the April! 
 
Japanese Association of Jacksonville 
Kie Young 


