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CALENDAR of EVENTS 2014

DATE

TIME

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

• Bonsai Club

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 18th, the Bonsai
Club held the 29th annual
Satsuki Bonsai Show at the
Gardeners’ Hall. The Satsuki
azalea can have not only
flowers of one color, but of
two, three, four, or five different colors, on one plant.
Many of the people who
attended the show may have
been surprised and delighted
photograph courtesy of
by this display.
S. Fukudome
The photograph is just one
of the dozens of bonsai that were shown.
Last year the Bonsai Club celebrated its 50th anniversary, originally having been founded as an
activity of the San Mateo Gardeners’ Association.
Currently about 25 members come to the workshops
and meetings. If you are interested in bonsai,
consider joining the Bonsai Club. Contact us at the
Community Center for more information. Be sure to
keep September 21st open to attend the Bonsai Club’s
autumn show.
• Holiday Faire
We received many inquiries about whether the
Holiday Faire would be held this year, and fortunately
for us Virginia Tanakatsubo has agreed to be the Coordinator. It will be held on November 15th.
As in past years, we accept donations of Japanese
house wares.
• San Mateo Sister City
The San Mateo Sister City Association Annual Dinner
will be held on Thursday, July 31, 2014 from 6:00 PM
to 9:00 PM at Poplar Creek Grill, 1700 Coyote Point
Drive. The cost is $50. Please contact Ms. Patrice
Olds, City Clerk, City of San Mateo, (650) 522-7042,
polds@cityofsanmateo.org

EVENT

Potluck & Raffle
Volunteer Appreciation Luncheon
Bonsai Show
Fall Cleanup
Holiday Faire and Bake Sale
Senior Holiday Luncheon

• RSVP Luncheon

NEWS

The RSVP 40th Anniversary Celebration and
Volunteer Recognition Event was held on May 29th
at the Crowne Plaza Hotel in Foster City, and about a
dozen of the Community Center’s volunteers attended
the luncheon. The Community Center is a participating
member of RSVP, the Retired and Senior
Volunteer Program, a nationwide network. RSVP
is sponsored in San Mateo and Northern Santa Clara
Counties by Mills-Peninsula Health Services - Senior
Focus and is part of the Corporation for National and
Community Service, originally started in the Kennedy
Administration.
• Wi-Fi Availability
The Community Center building now has Wi-Fi.
It is a password secured network. If you bring a
device, such as a laptop computer, tablet, or smartphone,
you should be able to connect with the password to a
network resource, such as the Internet. If you would like
to use your device at the Community Center, please ask
for the password.
• Yu-Ai-Kai
Yu-Ai-Kai in San Jose will be holding its 40th Anniversary Gala on Saturday, October 4th at the Dolce Hayes
Mansion in San Jose. We will announce more details as
they become available.
• Mill-Peninsula Senior Focus
Senior Focus will be holding a two-part class on “Tools
for Effective Caregiving” on two successive Saturdays,
July 12th and July 19th, from 10 a.m. to 2 p.m. Topics
to be discussed include home safety, managing caregiving stress, and management of challenging behaviors.
Registration by July 9th is required.
Call (650) 696-3660 to register.

IN MEMORIAM
• Henry Hiraki
• Sumio (Sam) Ogami
• Alfred Okine
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DATE

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）

• 盆栽クラブ

盆栽クラブは5月18日
恒例の第29回、皐月盆
栽展示会をガーディナ
ースホールで行いまし
た。皐月アザレアは一
色だけのものではなく
一本の木に、二つ、三
つ、四つ、五つの色の
花をつけるものもあり
ます。この展示会に来
た多くの人々はその木
に驚き，
またそれを見
て楽しみました。写真
は展示会に出品された
盆栽の中の一つです。

TIME

2014年の行 事 予 定

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

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・ベークセール
シニアのホリデイランチョン

• Wi-Fi の利用

ニュース

コミュニティセンターの建物に Wi-Fi がつきました。
パスワードでつながるネットワークです。もしラップトップ・コン
ピューターやタブレットとかスマートフォンを持って来たら
インターネットのようなネットワークにパスワードでつながるこ
とができます。もしコミュニティセンターであなたの機具に接
続したければパスワードを尋ねて下さい。

• ホリデイフェア

今年はホリデイフェアを行うのかという問い合わせをたくさん
受けています。そして私たちにとって幸運なことにヴァージニ
ア・タナカツボさんがまとめ役を務めることに同意してくれまし
た。ホリデイフェアは11月15日に行われます。以前にそうで
あったように日本の品物の寄付を受け入れます。

写真提供:  S. Fukudome

去年盆栽クラブは創立50周年記念を祝いました。会はもともと
はサンマテオ庭園業者協会の活動として発足したものです。現
在は約25名の会員が講習会や会合に参加しています。盆栽に
興味がある人は盆栽クラブに入会することを考えませんか。
詳しいことはコミュニティセンターにお尋ね下さい。9月21日は
盆栽クラブの秋の展示会です。この会に出席をするためにこの
日をあけておくことをお忘れなく。

• RSVP ランチョン

EVENT

5月29日フォスターシティのクラウンプラザ•ホテルでRSVPの
40周年記念の式典とボランティアの表彰式が行われ
コミュニティーセンターのボランティア十数人がこのランチョン
に出席しました。コミュニティセンターは全国的に活動してい
るRSVP（Retired and Senior Volunteer Program＝シニアと
引退者のボランティアのプログラム）に参加しているメンバーで
す。RSVPはサンマテオ郡と北サンタクララ郡の中では
ミルス−ペニンスラ・ヘルスサービスーシニアフォーカスによっ
てサポートされており、全国的なものと地域社会サービスを行
う機関で、
もともとはケネディ政権の元で発足したものです。

• ミルス−ペニンスラ

シニアフォーカス

シニアフォーカスは「効果的な介護の仕方」
と題するクラスを
7月12日と19日の土曜日午前10時から午後2時の間、2週間
連続して開きます。内容は、家の中での安全、介護者のストレ
スの管理、骨の折れる行動の取り扱いについてです。出席の
ための登録は7月9日までです。(650)698-3660に電話して
申し込めます。

• サンマテオ姉妹都市協会

恒例のディナーが7月31日
（木）午後6時から9時にポプラー
クリーク・グリル（1700Coyote Point Drive）
で行われます。
参加費は50ドルです。詳しいことはサンマテオ市のシティ
クラークの Patrice Olds 氏（650）522-7042、
または
polds@cityofsanmateo.org に問い合わせて下さい。

• 友愛会

サンノゼの友愛会は10月4日
（土）
ドルスヘイズ・マンションで
40周年記念の催しを行います。詳しいことはわかり次第知ら
せます。

追

•ヘンリー・ヒラキ
•アルフレッド・オキネ

悼

•スミオ（サム）オガミ

