Issue No.26

March/April 2014

SMJACC NOTES
サンマテオ・ジャパニィーズ / アメリカン コミュニティー センター

San Mateo Japanese-American Community Center • 415 S. Claremont Street, San Mateo, CA 94401 • Tel 650-343-2793

DATE

CALENDAR of EVENTS 2014

TIME

April 20 (Sun) 		
		
May 18 (Sun)
10:00 a.m. - 5:00 p.m.
August 23 (Sat)
5:30 p.m.- 8:00 p.m.
Sept 10 (Wed)
11:30 a.m. - 2:00 p.m.
Sept 21 (Sun)
10:00 a.m.-5:00 p.m.
Oct 11 (Sat)
10:30 a.m. - noon
November 15 (Sat)
TBA
Dec 10 (Wed)
11:30 a.m.- 2:00 p.m.
NEWS
• On January 22nd, Officer Stacy Chamberlain spoke to
30+ people about Identity Theft and Scams at the San
Mateo Gardeners’ Hall. Information brochures were
distributed in Japanese and English for the attendees.
Everyone commented on how much they learned. A few
were able to share their experiences of close calls.

• The Northern California Cherry Blossom committee

will be sponsoring the annual Cherry Blossom Festival
and Senior Appreciation Brunch, April 12-13 and April
19-20. The Senior Appreciation Brunch will be held on
April 20th at the Kabuki Hotel. The cost for seniors is
$10 and $25 for non-seniors. If you would be interested
in attending the Senior Appreciation Brunch and need
transportation, please call the San Mateo Japanese
American Community Center at 650-343-2793.

• On May 1, 2014, Wesley Taoka will be the new

EVENT

Cherry Blossom Senior Appreciation Brunch $10
at Kabuki Hotel
Satsuki Bonsai Show
Potluck & Raffle
Volunteer Appreciation Luncheon
Bonsai Show
Fall Cleanup
Holiday Faire
Senior Holiday Luncheon
REMINDERS
• Free Blood Pressure readings by Volunteer Nurses
in the J-A community on the first Wednesdays of
every month from 1 p.m.-2 p.m.

• Please help us fill the Second Harvest Food Bank’s

barrel in our foyer. With the high cost of living in
San Mateo County, many families in San Mateo
county suffer from “food insecurity.” Children need
nutritional food to help them do well in school
and thrive.

• We recycle aluminum cans, plastic and glass

beverage bottles. Please rinse these items before
donating. Please help the recyclers by removing
the plastic tops from the plastic bottles. If you
have questions about what is accepted, please look
for CA CRV on the back of the beverage container.

executive director of the San Mateo Japanese American
Community Center. Wesley is fluent in Japanese,
German and English. He is a San Mateo native.

• I, Virginia Tanakatsubo, would like to take this opportunity to thank the San Mateo Japanese American
Community Center Board of Directors for giving me
the opportunity to work as the executive director for
the last seven years. I have enjoyed my tenure and
working with the residents of the Japanese American
community of San Mateo county.
I am stepping down but will be volunteering as the
Wednesday receptionist. I am leaving the community
in very capable in Wesley Taoka.

Virginia Tanakatsubo has
been a dedicated and
gracious Executive Director
ofthe Community Center and
has assisted many who have
gone to her for guidance.
As chairman of the Board
of Directors, we thank her
very much.

Sats Hane
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2014年の行 事 予 定

DATE

4月20日
（土）
5月18日
（日）
8月23日
（土）
9月10日
（水）
9月21日
（日）
10月11日
（土）
11月15日
（土）
12月10日
（水）

TIME
午前10時~午後5時
午後5時30分~8時
午前11時30分~午後2時
午前10時~午後5時
午前10時30分~正午
未 定
11時30分~午後2時
ニュース

• 1月22日サンマテオ署の警察官ステイシー・チャンバレ

イン氏がサンマテオ・ガーディナースホールで個人情報
の盗難と詐欺について30人あまりの聴衆を前に話しまし
た。出席者に英語と日本語で書かれたインフォメーション
とパンフレットが配られました。多くのことを学んだとい
うのが出席者の感想でした。出席者の中からもう少しで
被害にあうところだったという自分の経験を話す人があり
ました。

• 北カリフォルニアの桜祭り委員会は恒例の桜祭り（4月12

日－13日と19日－20日）
とシニアへの感謝のブランチを
主催します。シニアへの感謝のブランチは4月20日歌舞
伎ホテルであります。参加費はシニアが10ドル、
シニアで
ない人は２５ドルです。
このブランチに出席を希望する
人、そして車に乗せていってほしい人はサンマテオ日系
コミュニティセンター650－343－2793に電話をして下
さい。

• 5月1日にウエスレイ・タオカさんが新しくサンマテオ日系

コミュニティセンターのディレクターの席に就きます。
ウエスレイさんはサンマテオ生まれで、
日本語、
ドイツ語、
英語を流暢に話します。

• 私ヴァージニア・タナカツボは７年間ディレクターとして

の仕事をする機会を与えてくれたコミュニティセンターの
理事会にこの場を借りてお礼を申します。ここでの職及び
サンマテオ郡の日系社会の人々につながる仕事は私にと
って楽しいものでした。私はここで職を下りますがこれか
らは水曜日の受付をボランティアとしてしてやっていきま
す。私はこのコミュニティを有能なウエスレイ・タオカさん
の手に委ねて職を辞します。

EVENT

桜祭り シニアへの感謝のブランチ １０ドル
歌舞伎ホテル
皐月盆栽展示会
ポトラックとラッフル
ボランティアへの感謝のランチョン
盆栽展示会
秋の大掃除
ホリデイフェア？？？
シニアのホリデイランチョン
お 忘れなく
• 日系コミュニティの看護師さんのボランティアによる無
料の血圧測定が毎月第一水曜日1時から2時の間に行
われています。

• センターのロビーにセカンドハーベストフードバンクへ

の食料品を入れる容器が置いてあります。食料品で
いっぱいに満たすよう皆さんの協力をお願いします。
生活費が高いサンマテオ郡には食料が十分に確保で
きない家庭がたくさんあります。子供たちの順調な学業
の成就や成長のために栄養価のある食料が必要なの
です。

• アルミ缶、飲み物が入っていたプラスティックやガラスの

ビンを集めてリサイクルしています。
それらを水ですすい
で持ってきて下さい。またプラスティックのボトルについ
ているプラスティックのふたを取り外しておいて下さると
係りの者は助かります。もしどれがリサイクルとして
受け入れてもらえるのか分からない場合は、容器の
後ろに CA CRV との印があればいいのでそれを見て
ください。

ヴァージニア・タナカツボ
さんは献身的で親切でやさしい
コミュニティセンターの
ディレクターでした。
そして助言
を求めてヴァージニアさんのも
とに来る多くの人々を助けてき
ました。
理事会会長として代表して心
よりお礼を申します。

サッツ・ハネ

