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春を通り越して夏を感じさせる日中が続いていますがお変わりございませんでしょうか。 

花粉症に困っている私はこの黄色い空気に負けそうな毎日ですが、抗ヒスタミンを飲み頑張っており

ます。 

 

初めての試みとして Coffee & Japanese を 2月 3日（日）10時からフレミングのパネラブレットで

行いました。誰か来てくれるのかな？と不安を大に迎えた朝でしたが心配とは裏腹に、日本へ新婚旅

行を予定しているカップルや、1歳の子供に日本語を教えたいママ、アニメ好き男子等集まって来て

いただきあっという間の 2時間でした。当日ボランティアに来ていただいた方々、ありがとうござ

いました！初めてのイベントで思うようにいかなかったことも多々ありますがこれからも懲りなくお

手伝い下さいませ。3月の Coffee & Japaneseは 31日（日）10時よりWhole Foods @ San Joseで

行います。 

 

2月 16日、ガレージセールを行いました。ウェブサイト改善目的のファンドレイジングは大成功で

した!     何と目標の＄300を大幅に上回る＄650の収益が有りました。ドネーションをしていただい

た方々には本当に感謝しております。年に一度このような形でバザーをして行きたいと思っておりま

すので、不用品等貯めておいて下さい。宜しくお願い致します。 

 

2月 23、24、25日はWorld of Nationsでした。日本語学校のお手伝いという形での参加でしたが、

沢山の会員の方々にボランティアしていただき感謝しています。今回は日本人会の T-シャツを用意

して何名かの方々に来て頂きました。なかなか好評でしたよ！もし欲しい方がいらしたらオーダー出

来ますので御遠慮なくお知らせ下さい。 

 

そんなこんなで 2月ももう終わりです。3月 3日（日）のひな祭りには Orange Park Farmers 

Marketに出店します。お近くの方是非遊びに来てください。 
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Hope everyone is doing well in the midst of this awful allergy season.  
 
2/3, our first Coffee & Japanese was held at Panera Bread on Fleming Island.  Despite of our concern 
whether people are coming, a couple who are planning their honeymoon to Japan, a young mom who 
wants to teach her baby Japanese, and some anime fans came to spend 2 hours with us on Sunday 
morning.  We thank you so much for those came to volunteer.  Our next Coffee & Japanese will be on 
3/31 @10am @Whole Foods San Jose Blvd. 
 
2/16, we had a Garage sale.  Our goal was to raise $300 for the website improvement.  We received 

cash and item donations and made over $650！Thank you for your donations, and we would love to 

have JAJ annual garage sale, so please keep your kindly used items for donation next year. 
 
2/23, 24, 25, JAJ volunteers helped Japanese school booth at World of Nations. This annual 3 day 
event was so successful, and I have no doubt that the Japan booth was the biggest hit!  Our 
volunteers wore our newly made original T-shirt.  Please let me know if you like to order one for your-
self. 
 
March 3rd, JAJ will have the booth open once again at Orange Park Farmers Market.  Please stop by 
and spend time with us. 
 
Best regards, 
 
Kie Young 
Chairman of Japanese Association of Jacksonville  
 
 


