
         

     

 

 
Mark your Calendar: 

 
 

10/25 Sunday:  Coffee morning @ Urban bean 
Coffee  10am to 12pm 
 
11/15 Sunday:  Orange Park Farmers Market @ 
Roosevelt and Kinsley 10am to 2pm 
 
November Coffee morning:  will be cancelled due 
to Thanksgiving Holiday 
 
December Coffee morning:  will be cancelled due 
to Winter Holiday 
 
1/31 Sunday:  January Coffee morning @ Location 
TBA 

 
コロナの中ジャクソンビル

日本人会としての活動が

思う様にいかないでいます

が、大変嬉しい事に新たに

数名の方が入会されまし

た。そのうちのお二人に自

己紹介をしていただきましたのでここで皆さまとシェアさ

せて下さい。お二人共フロリダ州外よりお引っ越しして

こられた方々です。 

 

名前：大隅 照子、 

出身地：千葉県成田市、 

職業：科学者（生物学）、 

趣味：造園とハイキング、 

他に興味を持っていること： 

日本文化（特に食）と起業と家庭菜園。 

 

初めまして。私は、今年７月に、Idaho州 Boiseから

Jacksonvilleの Miramar地区に引っ越しました。現在、

短期的に Lakewook地区に住んでます。こちらでは、現

在の状況下で外出の不便はありますが、新鮮な魚介類

が比較的安価で手に入ったり、近くに美味しいレストラ

ンを発見したりして、食生活の面でとても満足してます。

来年還暦を迎えますが、色々なことに挑戦することが好

きです。新しい友達に会うことにも意欲があり、早く皆さ

んにお目にかかれる時が来るのをとても楽しみにしてま

す。よろしくお願い致します。 

 

 

8月の初めに、オクラホマ州はタ

ルサから引っ越してきました、ハ

ンと申します。夫と子供４人の６

人家族です。 

長女のミシェルは２年前に大学を卒業して LA に勤務、

次女のニコルは今年大学を卒業し、JET プログラムの

英語教師として 9 月から日本へ行く予定だったのです

が、コロナの影響で今は自宅待機しています。 

長男のネイサンは今年オクラホマ大学に入学、大学の

テニスチームに所属しています。次男のアレックスは、

高校３年生ですが、ウエストパームビーチのテニスコー

チの家に下宿して、オンラインで高校の授業を受けなが

ら毎日トレーニングに励んでいます。彼も兄のように、

大学のテニスチームに入るのが目標です。 

 

夫も大学時代はテニスをしていたのですが、今は目下

ゴルフに夢中、仕事の合間をぬっては打ちっぱなしで練

習しています。私は歳をとると共に体のあちこちに故障

が出るのを治しながら、４０歳から始めたテニスを今だ

に続けています。最近はピックルボールの面白さにも目

覚め、テニスと並行しながらプレイすることを検討中で

す。タルサでは日本人とふれあうことはほとんどなかっ

たので、ジャクソンビル 日本人会に入会し、久しぶりに

日本人の皆様とお話することができるようになって 

とても嬉しいです。デイトナに住んでいるため、気軽に

すぐお会いすることはできないかもしれませんが、でき

るだけ行事に参加させていただこうと思います。どうぞ

よろしくお願いします。 

大隈様、ハン様有難うございました。 こちらこそどうぞ

宜しくお願いいたします。 
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11月 15日のマーケットは佐島ストリートフェアと一緒

に出店予定です。 

日本人会では手作りマスクや、ランチョンマット、アクセ

サリー、日本の DVD、や小物類を用意しています。佐

島さんは勿論いつもの美味しいお弁当とおにぎりを用

意しています。 

 

As you know gathering is difficult 
since Covid started.  However, 
we welcomed few new 
members!!  I asked two of them 
for a brief introduction. 

 

Name:  Teruko Oosumi 
From:Narita, Chiba Pref. 
Occupation:Scientist 
(Biologist) 
Hobbies:Landscaping and 
Hiking 
Other interest:  Japanese 
Culture (Food), 
Entrepreneurship, Gardening 

 
How do you do?  I moved here in July from Boise 
Idaho to Miramar area of Jacksonville.  Currently I 
live in Lakewook for temporarily.  Although I 
experience some inconvenience due to Covid, I am 
happy to find fresh seafood with great price and 
enjoying new restaurant hunting.  I will be 
celebrating “Kanreki” (60th Birthday) next year and 
very excited to meet new friends.  Looking forward 
to meeting all of you in near future. 

 

Hello.  My name is Asuko 
Han.  Moved here from Tulsa 
Oklahoma last August.  I 
have 6 people in my family; 
my husband, myself with four 
children.  

 

My oldest child Michelle graduated from college 2 
years ago and working in LA.  My second oldest 
Nicole graduated from college this summer and she 
is ready to leave for Japan to teach English through 
JET program. My older son Nathan plays tennis for 
college in Oklahoma.  My youngest son Alex in 
senior in high school in West Palm beach.  Taking 
online classes and being trained at coach’s house.  
His goal is to play tennis for college like his brother. 

My husband used to play tennis, but he plays golf 
more now.  I stared playing tennis when I was 40 
and still enjoying with sometimes aching body.  I am 
also considering playing pick ball. 

Because I live in Daytona area, attending events in 
Jacksonville could be difficult but I am very much 
looking forward to meeting you all.   

 

Thank you both for a great introduction and 
welcome to JAJ! 

 

 

Our Farmer’s market on Nov. 15th will be with Sajima 
Street Fare. 

JAJ will be selling handmade masks, luncheon mats 
and accessories along with Japanese DVD and 
knickknacks.  Sajima Street Fare will have their 
usual yummy obento. 
 
 

 

**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. 
 

 

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  


