
２０１５年３月

アラスカ日本人会「新年会」と「年次総会」開催報告

春暖の候、皆様、如何お過ごしでしょうか。さて、１月１０日（土）にアジアンカルチャー
センターに於いて、新年会と年次総会が行われました。

新年会においては、５１家族、総勢１００人を超す参加がありました。

新年会終了後には、年次総会が行われ、小川会長から２０１４年度の決算、実施行事
及びその評価についてそれぞれ報告がありました。また、以下の決議事項が承認され
ました。
【決議事項】
●２０１５年度理事 → 承認されました！
小川芳邦（会長）、西村美砂（副会長）、 両角瑛、トモコ・メイビン、鳥集亮平、原川佳子

●アラスカ日本人会の英語名称の変更 → 承認されました！
＊Japan Alaska Association（JAA) 501（c）3
＊School Business Partnership Agreement with World Languages of ASD

【寄付のお願い】
和田重次郎のイベントへの寄付の日本語版と英語版

【今後の予定】
・ミュージカル（和田重次郎） ５月１日
・メモリアルデー献花式（有志） ５月２３日
・夏祭り ８月１日
・ゴルフ大会 ８月２日

【２０１５年新年会協力団体」 （敬称略、順不同）
カン・アラスカ 江崎グリコ 在アンカレジ領事事務所
AIE Inc. MOL Logistics クリア・アラスカン・グレイシャル



今回も大勢の方々のご協力をいただきました。大変ありがとうございました！



 

 

会員の皆様へ 

 

春のおとづれも近くなってきました今日この頃ですが会員の皆様には 

ご健勝にてお過ごしの事と思います。 

さて皆様も既にご存知の事と思いますが来たる５月１日にアラスカパフォーマンスセンター

にて“The Samurai musher”和田重次郎物語が公演されます。  

和田重次郎さんは約 100 年程前にアラスカに来られて沢山の事を実践し活躍された人物です。

そして歴史的にも沢山の足跡を残されています。 

この重次郎さんの偉業を讃える顕彰会が彼の生まれ故郷の四国の愛媛県にあります。そのゆ

かりある愛媛県よりみかん一座が来訪されミュージカルを公演します。これは現在そして未

来のアラスカと日本の関係に素晴らしい影響を与えてくださると思います。 

また、この公演は実に１５年ぶりの日本文化の紹介となります。私達はアラスカに住む日本

人として全力を尽くしてこの公演を成功させたいと思っております。それには皆様のご協力

とご援助が必要です。この公演に関しましてはアジアン、アラスカン、カルチャーセンター

が全面的に資金面で後援していますがまだまだ資金が必要です。 

是非、皆様のご寄附をお願い致します。 

金額は$10.00以上$100.00,$200.00,$500.00以上といくらでも構いません。勿論このご寄附

は免税となります。 

皆様のご協力とご援助を心よりお待ちしております。 

チェックは JSA宛にクレジットカードでのお支払いは西村美砂宛てにご連絡ください。 

（電話番号は（223-0870）です。） 

公演のチッケトも発売中です。指定席 $25.00 一般席 $20.00 です。 

お問い合わせは同じく西村宛にお願いします。 

AACC理事 西村美砂 

 



 

 

Greetings to JSA members: 

The Asian Alaskan Cultural Center (AACC – www.aaccus.org ), will present the musical play, 

The Samurai Musher: the Story of Jujiro Wada.  Each year the AACC, a 501(c)3 public non-

profit organization, selects one of the member Asian countries to present a cultural presentation 

to the Anchorage public and to the Anchorage School District at the 2000 seat Alaska 

Performing Arts Center (see enclosed poster). This year the featured country will be Japan and 

the performance will at the 2015 Asia Culture Night on May 1, 2015.    

The feature, The Samurai Musher: the Story of Jujiro Wada is a musical based on the true story 

of Jujiro Wada told through letters he wrote to his mother during the turn of the 20th century. 

Wada was revered by many in Alaska and the Yukon Territory as a dog-musher and 

businessman, and his adventures in Alaska greatly influenced the establishment of the state. He 

found many gold mines throughout Alaska, helped establish the trading post that was to 

become Fairbanks, and even marked the Iditarod Trail.  

The Japanese Society of Alaska is helping to sponsor this program and we are asking you to 

help JSA support this event and please send your donation to: 

Japanese Society of Alaska 

431 G Street, Anchorage, AK  99501 

 

The JSA will combine these donations and make a one full donation to AACC.  All donations are 

tax deductible.  Please designate and mark the donation to “2015 The Samurai Musher.” 

Thank you! 

Tony Nakazawa 

Anthony “Tony” Nakazawa 

AACC Board Member 




