
会員の皆様、新年あけましておめでとうございます。
日頃よりアラスカ日本人会の活動にご支持いただき感謝申し上げます。

２０１５年の活動においても、会員皆様の要望をふまえて、安全と和やかさを軸に「楽し
む」「印象に残る」「魅力ある」をモットーに、会員同士、ひいては地元市民との親睦を深
めて行きたいと思います。

会員の皆様がアラスカ日本人会が関係するイベントに参加されて、安心して楽しめる
ことが、理事共々の最大の目標にしているところです。
その一方で、皆様が企画や準備段階からも参加いただければ、イベントそのものが深
く印象に残り、楽しさが倍増するのではないかと思ってます。

是非とも、皆様のご参加をお待ちしております。

今年もよろしくお願い申し上げます。
２０１５年元旦
アラスカ日本人会理事一同

A Happy New Year to you from JSA Board !!!
Thank you for your continued support of JSA.  In 2015, our goal will continue to organize 
events that promote friendship among members and between the people of Alaska.  We 
invite you not only to participate in the upcoming events, but also to take part in the 
planning and organizing process.  Your input is very much appreciated.



New Year greetings from Consul Iwanade 

 

 

アラスカ日本人会会員の皆様、明けましておめでとうございます。 

旧年中は大変お世話になりました。皆様のご協力により、夏祭りや餅つき大会など、盛大かつ成功

裡に実施することができました。こうした催しを通じて会員同士の絆を強め、また日本の文化をア

ラスカの人々に紹介しつつ交流を深めることが領事としての私の使命でもあり、また一人の日本人

として大きな喜びとしております。 

今年 2015年は終戦 70年目に当たります。この 70年間、我が国はひたすら平和の道を歩み続け、

また誠実な仕事振り、優秀な製品、政府開発援助などを通じて世界の信頼を勝ち取って参りました。

この信頼をより一層強固なものとするべく、皆様と共に努力して参りたいと存じます。 

なお、私はこの 3月で晴れて外務省を退職し、念願にしておりました、趣味の学問、将棋、小旅行

（東京下町散策）で余生を過ごす予定です。私の後任は外務本省から 3月中旬にはアンカレッジに

着任しますので、引き続きご贔屓願います。 

 

平成２７年１月元旦 

アラスカ日本人会名誉会長 

在アンカレジ領事事務所長 

領事 岩撫 明 

 

 

Happy New Year to all member of the Japanese Society of Alaska. 

 

Thank you very much for your cooperation in making the Japanese Summer and Rice Pounding 

Festivals such a success last year.  As consul, it is my mission, but more importantly, as a Japanese person, it is 

my great pleasure to help the Society strengthen the ties and further deepen the friendship between Japanese 

and Alaskans through these cultural events. 

This year marks the 70th year since the end of World War II.  We Japanese have been following the path 

of peace since then, and we have gained trust of the world through our hard and honest work, our excellent 

products, as well as Japan’s Official Development Assistance and similar aide projects.  It is my sincere hope 

that cooperation with you helps further strengthen the trust of the world in we Japanese. 

I will retire from the Ministry of Foreign Affairs at the end of this March. I am excitedly planning on 

spending my time researching political philosophy, playing shogi, and taking walks in downtown Tokyo where I 

will live.  My successor, who is currently working at the Ministry in Tokyo will arrive in Anchorage in the middle 

of March.  

I am sure that you will show him the same kindness and respect that you have shown me.  Thank you. 

 

January 1st, 2015 

Honorary President of the Japanese Society of Alaska 

Head of the Consular Office of Japan in Anchorage 

Consul Akira Iwanade 


