
２０２０年 4月ニュースレター 

April Newsletter 
 

今月ジャクソンビル日本人会は３

年目に突入しました！２０１８年

の設立以来、皆様のご協力のもと

会員数も１００人近くになり、 

フェースブックやインスタグラムでも沢山の方々

に JAJ の存在を知っていただける様になり大変感

謝しています。 

 Happy anniversary JAJ!!  Since 

started in 2018 JAJ reached 

almost 100 members and many 

Facebook and Instagram 

followers.  On behalf of JAJ board members 

I thank each one of you for the biggest and 

warmest support. 

 

Covit-19 のおかげ

で、“ステイホーム”

や、“ソーシャルディ

スタンス”という様な

言葉がいつのまにか日本語になりました。世界中

の政治経済から日常生活までさまざまな影響があ

り改めて考えさせられることが多くあります。ジ

ャクソンビル日本人会としても今どうやって皆様

と繋がっていられる

か？ということが一番

の課題です。 

 

 “Stay home” 

and ”Social distance” 

became Japanese 

words, and the Global economy to daily life 

have changed tremendously.  So now how 

can we be socially connected? 

 

繋がっているための… 

【お願い１】 

JAJ メンバーで文集を作り

ましょう。このパンデミッ

クを生きている思いを一緒に残しませんか？今思

っていること感じていることを書面（詩、俳句、

日記、作文）、写真や絵で送ってください。仮名

でも匿名でも実名でも構いません。自分の思いな

ので偉人・有名人の名言、宗教的名言など、勇気

づけられた言葉や思いなどでも良いと思います。 

お一人様１ページ、５００から７００文字位をワ

ードドキュメントで保存し、５月２０日迄に

kie_young@hotmail.com にお願いします。 

出来上がった文集は購入可能で、1 冊＄１５から

＄２０ を見積もっています。ご質問等ございまし

たら私に連絡ください。 

Be connected, JAJ way: 【Action#1】 

Let’s create a 

memory book of 

“Covid-19 

Pandemic” with 

JAJ members! 

Please send me a one-page (500 to 700 

words) essay, diary, poem, or even Haiku of 

what you are doing, thinking, or feeling. If 

you don’t want to write, how about pictures 

or photographs?  Bible verses or famous 

quotes that you are inspired by would be 

great too. Please save it on the word 

document and send it to 

kie_young@hotmail.com by 5/20.  If you 

like to purchase this book, estimate cost is 

mailto:kie_young@hotmail.com


$15 to $20.  Someday, this will all be a 

memory-something that happened in the 

past that we all got through together. 

 

繋がっているための… 

【お願い 2】 

ビビナビってご存知です

か？地域ベースのコミュニ

ケーションを目的としたオ

ンライン交流広場です。今年の１月から３月、ビ

ビナビジャクソンビル全体のアクセス数は平均８

３，０００回と多くの人が見ているサイトです。

各種イベント情報、生活・求人情報などを日本人

会のメンバー以外にも広くシェアができる総合コ

ミュニティーサイトなので是非みなさんにもご利

用していただきたいと思います。JAJ のウェブサイ

トからオレンジ色のビビナビのアイコンをクリッ

クしてください。 

＜ご掲載方法＞ 

1. ユーザ登録（企業の場合は会社登録）を行う。 

2. ログインメールアドレスから post@vivinavi.com へ

新規メールを送信する。 

3. びびなびに投稿が自動反映される。 

https://bizarea.vivinavi.com/download/email_post.pdf 
 

Be connected, JAJ way: 【Action#2】 

Do you know 

ViviNavi? Vivinavi is 

a local community 

website for 

Japanese people or 

people interested in communicating with 

Japanese people/business.  The web site 

consists housing, shopping, dining, 

employment, and many more information.  

Average access between January to March 

2020 was 83,000.  You can find bright 

orange Vivinavi Icon on JAJ website, 

register there and if you are interested in 

posting, please follow the instruction below;  

 
[How to publish] 
1. Complete User Registration 
2. Send a new email 
to post@vivinavi.com from the registered log-
in email address 
3. Your email will be published as post 
https://bizarea.vivinavi.com/download/email_p
ost.pdf 
 

 

繋がっているためのお知らせ

#1：日本人会のライングルー

プを始めました。日本人会の

メンバーであれば誰でも参加

できます。現在３７人が情報交換やおしゃべりの

場として利用されています。ラインって何？どう

やってアプリをダウンロードする？などの質問が

ありましたら私を含めた

役員にご連絡いただけれ

ばお手伝いできます。 

 

Be connected, JAJ way: 

Notification#1 

We started JAJ LINE group, currently 37 

people participating.  You have to be a 

member of JAJ and must have LINE 

application.  If you have any questions 

about LINE let me know.  Most of the 

conversations are in Japanese, however, 

you can initiate your conversation in English 

and the people will reply back to you in 

English.    

 

mailto:post@vivinavi.com
https://bizarea.vivinavi.com/download/email_post.pdf
mailto:post@vivinavi.com
https://bizarea.vivinavi.com/download/email_post.pdf
https://bizarea.vivinavi.com/download/email_post.pdf


繋がっているためのお知らせ

#2：HIS の井手田さん（数ヶ

月前に帰国された元メンバ

ー・HIS の金田さんの後任）

が毎月（本人曰く出来れば月刊）楽しいメール

（Hola, Amigo!）を送ってきてくれます。 

旅のトピックだけではなく、内容も豊富で何より

明るい文面なので皆様にも３月と４月のメールを

転送しました。５月も楽しみですね。 

 

Be connected, JAJ way:  

Notification#2; Mr. 

Ideta from H.I.S (He 

replaced Mr. Kaneta, 

former member of JAJ) 

sends monthly e-mail.  “Hola, Amigo!” 

includes Mr. Ideta’s thoughts and views on 

latest topics, and of course some trip 

advisories.  I forwarded this cheerful e-mail 

in March and April.  I am looking forward to 

the May issue.  Unfortunately, his e-mail is 

only in Japanese, but you might be able to 

use google translate. 

 

繋がっているためのお知らせ

#3：米国籍だったり、在留届

を出していなかったりで領事

館や外務省からのメールが来

ない方いらっしゃると思います。コロナの件だけ

に限らず色々なインフォメーションを日本語で読

みたい方、これらも転送できますのでご連絡くだ

さい。又会員の方の中でメールをしないという

方、ご家族やお友達のメールアドレスに転送する

ことも出来ますのでこの機会に是非聞いてみてく

ださい。 

 

Be connected, JAJ 

way: Notification#3;  

If you are interested in 

receiving e-mails from 

Consulate General of 

Japan in Miami or 

Ministry of Foreign Affairs of Japan please 

let me know.  I will forward any e-mails that 

I receive.   

 

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~* 

 

最後にハッピーなお知ら

せがあります。会員のア

レックス・シュープさん

２月に行われた総領事館

での面接後、晴れてジェ

ットプログラムの英語の

先生になることが決まり

ました。６月までは日本のどこに行くのかは分からな

いそうですが、子供の頃から憧れていた国に行くこと

が決まって私も凄く嬉しいです。以下はアレックスの

日本語の先生、さゆり先生からの言葉です： 

『日本語学校大人クラスで学ぶアレックス君

が、JET Programで、日本留学に選ばれました。

真面目に日本語に取り組み、日本に行きたいと日本人

会のコーヒーモーニングにも参加していました。寒い

所が好きなアレックスくん、夏から日本で小学生に英

語を教えながら暮らします。皆さん見守って下さい！

頑張れ、アレックス！』 

 

Lastly, our member Alex Shoup was selected 

by JET (Japan Exchange and Teaching) 



program to teach English in Japan starting 

this summer. 

 

Below is from Alex: 

For as long as I can remember, I have felt 

drawn to Japan. I love how it seems to have such 

an interesting mix of today’s modern world and 

the ancient traditions of the past. I have always 

wanted to go in person and see the beautiful 

landscapes and architecture throughout the 

country. As a teacher, I feel that moving to Japan 

to teach English is a wonderful way to start my 

career in education. It will give me the 

opportunity to be fully immersed in Japanese 

culture and international exchange. Since 

becoming a member of the Japanese Association 

of Jacksonville, the local Japanese community has 

been so encouraging and welcoming. This has 

made me even more excited to move to Japan. 

Many people with JAJ and the Jacksonville 

Japanese School have been supportive of my 

dream to work for JET. Back in February, I 

interviewed at the Japanese Embassy in Miami. 

The connections I made with the local Japanese 

community in Jacksonville helped me be much 

more comfortable and confident in the interview. 

When I heard that I got the job, I was so excited 

to share the good news with the JAJ. I will not 

know exactly where in Japan I will be living until 

June, but I am looking forward to beginning this 

adventure and I can’t wait to continue sharing my 

experience with everyone! 

 

 

 

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~* 

 

大変長いニュースレターになってしまいました。 

どうぞこれからもジャクソンビル日本人会を盛り上げ

るお手伝いお願い致します。 

Congratulations Alex, and everyone please 

stay safe and healthy. 

 

ヤングきえ (Kie Young) 

ジャクソンビル日本人会 

Japanese Association of Jacksonville, FL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   


