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DATE

May 18 (Sun)
August 23 (Sat)
Sept 10 (Wed)
Sept 21 (Sun)
Oct 11 (Sat)
November 15 (Sat)
Dec 10 (Wed)

CALENDAR of EVENTS 2014

TIME

10:00 a.m. - 4:00 p.m.
5:00 p.m.- 8:00 p.m.
11:30 a.m. - 2:00 p.m.
10:00 a.m.-4:00 p.m.
10:30 a.m. - noon
10:00 a.m.-4:00 p.m.
11:30 a.m.- 2:00 p.m.

NEWS
• On May 1st, Wesley Taoka will
start as the new executive director
of the San Mateo Japanese American Community Center.
Taoka comes very well qualified
with a fascinating background:

His first position after graduating from UC-Berkeley was at
Chevron as a laboratory analyst.
Wesley attended graduate school at Simmons College
in Boston where he specialized in library science. He
worked at Harvard University as a reference librarian at
the Library of Medicine; and later at the University of
Maryland, Health Sciences library. He later worked at
Maruzen Company (Japanese bookstore) in Tokyo.
Later he worked at the International Atomic Energy
Agency in Vienna, Austria, where he managed and
implemented the technical assistance program in nuclear
information for developing countries. His last position
was at Online Computer Library Center in San Mateo.
• Sturge Presbyterian Church
The members of Sturge Presbyterian Church celebrated
Easter on April 20th with a continental breakfast, Easter
Egg Hunt for the children and Easter Service. After all
of the activities, everyone was gathered in front of the
church for a group picture.
• Cherry Blossom Senior Appreciation Brunch
Since Easter and the Cherry Blossom Senior Appreciation
Brunch fell on the same day, only 11 seniors attended
the brunch from San Mateo. This year, the program was
a little longer so the doors opened at 8:30 a.m. A lovely
brunch of fruits, orange juice, sweet rolls and breads,
scrambled eggs, sausages and home fries was enjoyed by
all who attended.

EVENT

Satsuki Bonsai Show (GH)
Potluck & Raffle (GH)
Volunteer Appreciation Luncheon (GH)
Bonsai Show (GH)
Fall Cleanup
Holiday Faire and Bake Sale (undetermined matter)
Senior Holiday Luncheon (GH)
REMINDERS
• Free Blood Pressure readings by Volunteer Nurses
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 are suffer from
“food insecurity.” Children need nutritional foods to
help them do well in school and thrive.

• We recycle aluminum cans, plastic and glass

beverage bottles. Please rinse the items before
donating these items. If you have questions about
what is accepted, please look for CA CRV on the
back of the beverage container. In February, 2014,
we earned $45.00 from recycling these items.
In 2013, we earned a total of $138.00.
Thank you, John and Wanda McMullin.
IN MEMORIAM
• Lillian Matsumoto
• Toshio George Ojima
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2014年の行 事 予 定

DATE
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4時
午後5時~8時
午前11時30分~午後2時
午前10時~午後4時
午前10時30分~正午
午前10時~午後4時
11時30分~午後2時
ニュース

• ５月１日、ウエスレイ・タオカ氏

がサンマテオ・コミュニティセン
ターの新しいディレクターとなり
ます。タオカ氏はすばらしい適任
者で魅了的な経歴の持ち主です。

タオカ氏は UC バークレイを卒業
したあとの最初の仕事はシブロン
の研究所のアナリストでした。
それからボストンのシモンズ・カ
レッジの大学院で図書館学を学
びました。その後ハーバード大学
の医学部図書館で参考図書の司書、後にはメアリイランド大
学のヘルスサイエンス図書館の司書の職につきました。そ
の後東京の丸善（日本の書店）
で働き、それからオーストリア
のウィーンの原子力の機関で、先進国への原子核の情報に
おける技術的援助の企画の中で仕事をしました。最後の仕
事はサンマテオのオンライン・コンピューター図書館センタ
ーででした。
同氏はサンマテオの故・サトル/ベティ・タオカさんの子息で。
サンマテオの学校に通いました。日本語、
ドイツ語に
流暢で、
スペイン語も少しできますが、英語はもちろんの
ことです。

• スタージ・プレスべテリアン・チャーチ

スタージ・プレスべテリアン・チャーチの会員は4月20日の
イースターはコンティネンタル風朝食と子どもたちのエッグ
ハント、そしてイースターの礼拝で祝いました。
すべて終わった後、教会の前で全員の写真を撮りました。

• 桜まつり

シニアへの感謝のブランチ
イースターと桜まつりのシニアへの感謝のブランチとが同じ
日に重なったためにサンマテオから１１人だけのシニアが
ブランチに参加しました。今年はこの行事の時間が少し長
くなるため開場が８時半になりました。果物、
オレンジジュ
ース、
スウィートロールとパン、
スクランブルエッグ、
ソーセー
ジ、
と揚げたポテトを参加者皆が楽しみました。

EVENT
皐月盆栽展示会（ガーディナースホール）
ポトラックとラッフル（ガーディナースホール）
ボランティアへの感謝のランチョン（ガーディナースホール）
盆栽展示会（ガーディナースホール）
秋の大掃除
ホリデイフェア・ベークセール（未確定要素があります）
シニアのホリデイランチョン（ガーディナースホール）
お 忘れなく
• 無料の血圧測定が毎月第１水曜日１時から２時の間に
ボランティアの看護師さんによって行われています。

• センターの入り口にセカンドハーベスト・フッドバンクの

入れ物が置いてありますが、それへの食料品をお忘れな
くお持ちください。サンマテオ郡の食料品の値段が高騰
しているため食料が十分確保できない家庭が多くありま
す。子どもたちの学業の成就、成長のためにも栄養価の
ある食料が役立つことでしょう。

• 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。

2014年2月、
リサイクルしたそれらが45ドルの金額にな
りました。2013年の一年間では合計138ドルになりまし
た。ジョン/ワンダ・マックムーリンさん有難うございます。
追

•リリアン・マツモト

悼

•トシオ・ジョージ・オジマ

