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遅ればせながら新年明けましておめでとうございます！ 

一月も早いものでもうすぐ終わりですね。お変わり無くお過ごしでしょうか。 

 

２０１９年初めてのイベントはレストラン“Oishi”で行われた 1月 12日の新年会でした。40人近い方々にお集

まり頂きオーナーさんが特別に用意してくださったちらし寿司やお弁当を美味しく頂きました。会の最後はく

じ引きで景品が当たるゲームをしたり、HIS金田様の夏の里帰り旅券購入のお話を聞いたりと 2時間があっと

いう間に過ぎて行きました。今回は高校生や大学生の若い人達も参加してくださいました。このようなイベン

トの場が少しでもお友達作りの場になっていただけたなら幸いです。ジャガーズのチアリーダーの本田景子さ

んにもご参加頂き大変感謝しております。流石のオーラで会場が盛り上がりました。ありがとうございまし

た！ 

 

今まで面識が無い人同士がもっと交流しやすい様に次回イベントの計画をしています。何か良いアイデアがあ

る方いらっしゃいましたら是非日本人会までお知らせ頂けると幸いです。  

 

1月 19日は日本語学校にて子供達の為にお餅をつきました。5升のお米を 3台の餅つき機で蒸して付いてみ

んなで丸めて、数が多いので少し不安でしたが子供達が喜んで食べてくれている姿を見て頑張って良かったね

って思った私達ボランティアでした。 

 

2月からは新しく Coffee & Japaneseと称して日本に興味のある方を対象に月に 1度週末の朝コーヒーを飲み

ながら日本の食べ物、日本旅行等“日本の事なら何でもお答えします！”会を設定しました。日本人会へのファ

ンドレイジングと地域と方との交流の二つの目的を兼ねての第 1回目は 2月 3日 10時より Fleming Island の

Panera Bread です。参加費用は一人＄5です。 

日本に興味をお持ちのお友達いらっしゃる方居られましたらどうぞご参加ください。 

 

そしていよいよ 2月 22日、23日、24日はワールドオブネイションです。3日間の大イベントで日本語学校が

今年も大きなブースを出店します。大人気の日本ブース！！日本人会でもボランティアを募りお手伝いさせて

いただきます！日本語学校の子供達によるソーラン節のパフォーマンスも有ります。入場料＄5です。又ボラ

ンティアに興味のある方どうぞご連絡お待ちしております。ボランティアをされる場合の入場料は無料となり

ます。 

 

私達のジャクソンビル日本人会の目的は会員同士の交流の場、又はジャクソンビルの人達との文化交流の場を

イベントやボランティア活動、ウェブサイトやソーシャルメディア等を使って深めて行く事です。日本人会の

私達がどの様にジャクソンビルの街に貢献できるか、どんな街になって欲しいか２０１９年はそんな事を頭に

置きながら皆様と共に活動して行きたいと思っております。 

 

今年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 

ジャクソンビル日本人会会長 

ヤング きえ 

ジャクソンビル日本人会 

ニュースレター 2019年 1 月 24日 
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Hope everything is going well for all of you. 
 
This year’s first event, New Year’s luncheon, was held on 1/12 at “Oishi” Japanese restaurant.  
Approximately 40 people gathered to enjoy special Chirashi sushi and Bento box lunch.  Thanks to 
Mrs. Jeans, door prizes from “100Yen shop” were a big hit!  Ms. Keiko Honda, Jacksonville Jaguars 
cheer leader, talked to us with her irresistible smile, and Mr. Kaneta from HIS Travel gave us a great 
summer traveling tip. We were super thrilled to have some of the young people from UF, UNF, and a 
local high school that are family members of our association that were with us at our first gathering of 

the year.  (They earned the official cool kids award😍)   

 
We always welcome any new ideas for “meet and greet “.  Our intention for planning the next event is 
to create an easy gathering place to meet new people.  Do you have any suggestions? 
 
On 1/19, some of our volunteers went to the Japanese school for New Year’s Mochi making.   

5升 which is 50 cups of sticky rice was steamed and pounded, and made into soft gooey balls.  

Children dipped those yummy mochi balls into soy sauce, sweet bean paste, or sweeten soy powder.  
Initially, we were a bit nervous about the amount of mochi we were making but the children’s big 
smiles were all we wanted to see at the end of the day. 
 
“Coffee and Japanese” is starting next month.  This is for JAJ’s fundraising, and to be connected with 
the local community.  This is for anyone who is interested in Japanese food, travel, culture, and 
basically anything about Japan.  Our first gathering will be on 2/3 at 10am at the Panera Bread at 
Fleming Island.  Participation fee will be $5. 
 
February 22nd, 23rd, and 24th is the World of Nations!!  The Japanese Association will be supporting 
popularity vote #1, Japanese school booth.  Anyone interested in volunteering or wanting to just come 
and enjoy a day?  Entrance fee to the World of Nations is $5.  Japanese school students will be 
performing a traditional Japanese dance.  The admission fee will be free if you are a volunteer. 
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At last, “Our mission is to support the celebration of Japanese culture through community involvement 
and volunteerism.  We focus on friendship of its members and the connections to the local 
communities.”  Let all of us have that mission on our mind for the year of 2019.  Thank you so much 
for your support. 
 
 
Warmest regards, 
 
Kie Young 
Chairman of Japanese Association of Jacksonville  
 
 


