
                                                                        
       
           

 
 

年末のご挨拶                              
 
２０１４年も残りわずかとなりました。皆様の日頃からのご支援とご理解に心よりお礼申し上げます。日米協会西

部支部（JAST-West）より皆様に一年の感謝をこめて JAST-West ニュースレターをお届けします。 
 
２０１４年も、沢山のイベントにご来場くださった皆様の温かいご支援とご協力が私共の励みとなりました。そし

て、ナッシュビル日本総領事館様、国際交流基金日米センター様、メンフィス日本商工懇話会様、メンフィス・ボ

タニックガーデン様、シャープ様、ブラザー様、NKC 様、メンフィス日本語補習校様、メンフィス大学様、ボラン

ティアの皆様; 日本人コミューニティの方々、メンフィス大学の日本語の先生方と学生さん、本当に有難うござい

ました。 
 
来る２０１５年も皆様のご協力とご参加を心からお待ちしております。どうぞよいお年をお迎えください。 
 

テネシー日米協会西支部  （JAST-West）メンフィス大学センター 
会長、 高山完司 

ディレクター、松田結貴 
プログラムマネージャー、サマーあけみ 

 
 ２１１５年の催し物  

 
* 恒例「おいしい日本！」: ２月７日（土）に、和食の鉄人・クイズバトルと日本料理を味わうイベントがボタニ

ックガーデンにて行われます。「料理の鉄人コンテスト」にかわり、今回は「和食の鉄人・クイズバトル」になり

ます。日本の伝統食品や和食の知識などを競います。これらの情報は、私達のウェブサイト

http://www.memphis.edu/fl/japanese/jastw.htm に１月中旬頃に載りますから是非チェックして、素敵な

賞品をゲットしてください。また、メンフィスのいくつかの日本食レストランからの料理をお楽しみください。 

シャープのスーパースティームオーブンを使った調理デモや、素晴らしいドアプライズを用意しています。 
 
日にち: 2/7/2015 (土) 
時間: 12:00 pm – 2:00 pm 
場所: ボタニックガーデン 
入場料: 無料 MBG/JAST メンバー & 学生 (要学生証)、$5 一般 
    食券は $20, $10, $5 の三種類あります。お腹と相談してお選びください！    

 
*日本の和太鼓グループ「鼓童」公演: 鼓童はプロの和太鼓グループです。そして、日本の和太鼓パフォーミング

グループのパイオニアです。卓越した技術で迫力のある演技・演奏は世界中で大変人気があります。鼓童のメンフ

ィス公演は 2月 26 日、ジャーマンタウン・パフォーミングアーツセンター（GPAC ）で行われます。大変貴重な機

会ですから JAST-West はグループチケットを確保しました。格安となっておりますが数に限りあります。お早め

にご連絡ください。当日、公演前にロビーでの書道、折り紙、手作りの工芸品の販売（現金のみ）があります。 

こちらもお楽しみください。 

   
日にち: 2/26/2015 (木) 
時間: 7:30 pm                           
場所: ジャーマンパフォーミングアーツセンター 
入場料: JAST メンバー & メンフィス大学生（要学生証）、 団体割引 20% 引き $28.00 (要予約)                                      
            A 席 $48.50、 B 席$38.50、 C 席 $35.00     
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GPAC: 1801 Exeter Road  Germantown, TN 38138          
(901) 751-7500      http://gpacweb.com/ 

MBG: 750 Cherry Rd Memphis, TN 38117                             
(901) 576-4100   http://www.memphisbotanicgarden.com/ 



* 歩こうアメリカ、語ろう日本: 総理府は、今年「歩こうアメリカ、語ろう日本」というプログラムを立ち上げ、

これまでにアメリカに 5代表団を派遣しています。各グループは、著名人を団長に、様々な方面から選ばれた 4~5

人を１グループとしアメリカ各地で討論や対話活動を行っています。このプログラムの目的は、活発な議論や対話

を通じて、日本とアメリカの間に更なる相互理解を促進することです。メンフィスはテネシー州で唯一選ばれた場

所です。このイベントは３月２日に行われます。詳細は後程お知らせします。 

 
日にち: 3/2/2015 (月) 
時間: 12:00 pm – 2:00 pm 
場所: 未定 
入場料: 無料    
 
 
 ２０１４年下半期の催し物  

 
２年に１度、恒例の「日本祭り」が９月１３日、１４日にボタニックガーデンで行われ、今回も盛り上がりました。

１週間後の９月２０日もジャーマンタウンバプテスト教会でジャーマンタウンフェスティバルがあり日本ブースは

賑わいました。今秋は、日本文化紹介の機会が目白押しでした。メンフィス大学で「日本映画の夕べ」が１０月２

４日、１１月７日、１４日にあり、それぞれ異なった３本の映画を上映しました。学校訪問の一環で１０月３０日

にシェイディグローヴ小学校で「ジャパン・ナイト」、１１月２１日にはピーバディ小学校で「インターナショナ

ル・カーニバル」あり、メンフィス大学の日本語の先生や学生さん達と日本文化を紹介しました。沢山の生徒さん

やご家族、地元皆さんと文化交流が出来て大変楽しいひと時でした。 
 

           
                                        日本祭り                  ジャパンナイト      インターナショナル・カーニバル 
    
                                                        
  日本文化を体験しよう! 

 
* JAST-West は、日本文化に関するクラスをボタニックガーデンとメンフィス大学で開講しています。JAST の年間

会員や JAST-West パス・ホルダー（$50）になりますと、書道クラスや日本語会話のクラスの受講料割引に加えて

全てのイベントに会員割引が適用され大変お得です。 

 

 
  上村先生書 

       書道クラス                新年

から、上村先生と書道を楽しみましょう！ 

日にち: 1/22, 2/5, 2/12 & 2/19  
時間: 6:00 pm - 7:30 pm      
場所: ボタニックガーデン, Orientation Room/Water Garden Room 
料金: $10 各レッスン [JAST/MBG メンバー & 学生], $15 各レッスン [一般]             
        全ての道具は準備します。                                                                                         
連絡先: サマーあけみ asommer@memphis.edu 



                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                
                                    
JAST のクラス以外にもメンフィス近郊には日本文化を学ぶ機会があります。  

 
 
                                                                                                                                                    

                                                                                                                   

   お知らせ 
 
皆様のご寄付がメンフィス地区での日本文化普及と日米相互理解のために大変役に立ちます。JASTに未加入の企業

の皆様、個人の皆様、JAST に新規加入・更新をしてくださいますようお願い申し上げます。今、会員またはJAST-
Westパスホルダー（＄５０）になりますと再来年の３月まで有効です。  

 *日本料理店・石水（SEKISUI） が日本料理のシェフ候補生募集中！石水では、日本料理のシェフになりたい人を

探しています。現場でお客様を前にしながら本格技術を学べます。 

 

電話: 901-747-0001 
Eメール: jimmy@sekiseuiusa.com 
 

* 情報やお知らせがありましたら、ご連絡ください。一緒に共有しましょう！ 
 
                                                                                                                          
 ウエブサイト 

 
 JAST-West: http://www.memphis.edu/fl/japanese/jastw.htm 
 JAST: http://www.jastn.com 
 The University of Memphis - Japanese Program: http://www.memphis.edu/fl/japanese/ 
 Memphis Botanic Garden: http://www.memphisbotanicgarden.com 
 The University of Memphis: http://www.memphis.edu/ 

 
 
 

 

ニュースレターについてご意見やご感想は、下記までご連絡ください。      サ

マーあけみ asommer@memphis.edu 

やさしい実用日本語クラス    
 

日にち: 1/20, 1/27, 2/3, 2/10, 2/17 & 2/24 
時間: 6:00 pm – 7:00 pm 
場所: メンフィス大学/ボタニックガーデン 
料金: $25x6 [JAST/MBG メンバー  & 学生], $35x6 [一般]                    
        各レッスン時にハンドアウトが配られます。  
連絡先: サマーあけみ asommer@memphis.edu     

 

• 茶道クラス:  The Way of Tea in Tennessee によって月一回  （土

曜日）行われます。初釜は１月１７日、１２時よりＭＢＧにて 予定

されています。                        
連絡先は大国賢太郎先生 kentaro.ohkuni@gmail.com                    

• 生け花クラス: 各月の第三金曜日に行われます。各回２回づつ

（1:00～、2:30～）です。１回につき花代を含み $15、要予約です。

連絡先は Jo Ann Boone for reservations               

901-854-6323 or JATBoone@yahoo.com     
 

    Kawaii ne!  
(He is cute!) 

 Yukidaruma san!       
(Hey,sonowman!) 


