
 
 

 
Mark your calendar: 

 2/26,27,28(Fri, Sat, Sun) 
 World of Nations 
@Downtown 10am to 7pm 
*No Coffee Morning in 
February due to World of 
Nations 
3/28(Sun)  Coffee morning @ 
Location TBD 

 

早いもので２月もう終わりです。

この冬はフロリダとは思えな

い寒波で庭のバナナやパパイ

ヤの木はかわいそうな姿にな

ってしまいました。もう少しの

間寒い日もあると思います。

体調には充分気をつけて日々

をお過ごしください。  

 

今月２６日、２７日、２

８日はいよいよワール

ドオブネーションの開

催です。初めて日本

人会で食べ物部門を

受け持つ事になり、私

たち役員はドタバタ＆ハラハラ。日本語学校の方々に

色々アドバイスをいただきながら作戦会議を繰り返して

います。どうぞお天気に恵まれます様に。美味しく焼き

鳥が焼けて、美味しいご飯が炊けて、皆さんに喜んでい

ただけます様に！ 

 

このワールドオブネーションですが、実は２９年前よりジ

ャクソンビル市が主宰で行われています。去年に行き

続き今年もパンデミックの影響で参加国が少なめです

が、日本を含め２４か国がそれぞれの文化や食べ物を

紹介出来る楽しいイベントです。今年はバハマ、コロン

ビア、コスタリカ、キューバ、ドミニカ共和国、ガーナ、ハ 

イチ、ホンジュラス、インド、インドネシア、イタリア、ジャ

マイカ、メキシコ、ネイティブアメリカ、パレスチナ、ペル

ー、プエルトリコ、南アフリカ、セントルシア、トルコ、ベネ

ズエラ、US バージンアイランド、米国、そして私たち日

本です。 

日本ブースでは焼き鳥、ご飯、ふりかけ、枝豆、抹茶ア

イスの他に、お菓子やおもちゃ、日本の小物・雑貨を販 

 

日本ブースでは焼き鳥、ご飯、ふりかけ、枝豆、抹茶ア

イスの他に、お菓子やおもちゃ、日本の小物・雑貨を販

売します。ブースでお手伝いしていただく方には、体温

チェックの他 Covid-19 の問診も毎日ご協力いただきま

す。 

 

 
 

市のコロナ対策としましてはオンラインでのチケットの前

売り、マスク着用の義務、キャッシュレスペイメント、サ

ニタイザーステーション等、安全で楽しい時が過ごせる

様に考慮されています。ピクニックテーブルもご家族や

お友達グループごとに座れる数を揃えているそうです。 

 

その他今年初めての試みとして“Sensory Friendly 

Time”が２６日の金曜日９時から１１時にあります。音や

光、感触などにセンシティブな方々にも是非参加してい

ただきたいと市が設けた特別な時間です。うるさい音が

にがてなお年寄りにも優しい時間帯かもしれませんね。

最終日の日曜日にはパレードオブフラッグ、各国の鮮

やかな民族衣装を着た人たちのパレードあります。皆さ

んで一緒に応援しませんか？という事でワールドオブネ

ーション一色の今月のニュースレターとなりました。 

 

皆さん是非遊びに来てください。 

How are you all dealing with 
this cold winter?  Yes, I know 
this is not as bad as other parts 
of the country, but my poor 
banana and papaya trees are 
looking very sad.   However, 
the spring (that means 
summer heat) is just around 
the corner so enjoy the crisp air 

for few more days and please stay well!! 

                                
 

 
２月ニュースレター 

ジャクソンビル日本人会 

Newsletter, Feb 2021 



Finally, World of Nations is here on Feb. 26th, 27th 
and 28th!!  This is JAJ’s first attempt to be fully 
responsible for the food portion of our Japan booth.  
Praying for a good weather, yummy chicken and rice, 
and most importantly keep us safe and have lots of 
fun!  

 

Jacksonville has been celebrating World of Nations 
for last 29 years.  Hosted by the city to showcase the 
diverse immigrant and international communities in 
the area.  Due to Covid-19, fewer countries are 
participating this year, however, 24 countries are 
representing the culture, music, and food.  Our booth 
will offer Yakitori, rice, edamame, green tea ice 
cream, Japanese snacks and drinks as well as 
Japanese merchandise such as character toys and 
traditional items.  We are asking all volunteers to 
wear face coverings, check body temperatures and 
answer Covid questioners before their shifts stars.   

City is proving Covid- 
19 safety measures; 
pre-purchase mobile 
tickets, face covering 
requirement, cashless 
payment at city 
provided booths, 

sanitizing stations throughout the venue, and place 
enough picnic tables so that families and friends 
can sit together without any concerns.   

On the first day of the event on Friday, the World of 
Nations will offer “Sensory Friendly” program from 
9am to 11 am.  This time will be an opportunity for 

individuals with sensitivities to processing sensory 
information such as sound, light, touch, etc., to 
explore the cultural experiences comfortably.  This 
is also a great time for elders who do not enjoy loud 
music.  The last day on Sunday, there will be a 
parade of flag event.  Join us with your favorite 
Japanese costumes. 

Hope to see you all this weekend!! 

 
 

ヤングきえ・ジャクソンビル日本人会会長  

Kie Young,  
Japanese Association of Jacksonville,FL 
 

 
 

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 daily nessesities or gifts.  Amazon donates 0.5% of the 

purchase price to JAJ.  We appreciate your support!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

**ジャクソンビル日本人会では全てのイベントの際、CDC を始

めとするガイドラインに沿って計画、行動します。**JAJ will 

be following CDC and other guidelines to plan and conduct future 
events. 


