
   
   

  
 

                  
               

                  
         

 

 
 
 

Niji-Iro Update 1-20-20 
Dear Niji-Iro Families,
にじいろ小学校保護者の皆様へ 

Mochi Tsuki 2020! The Mochi Tsuki Party last Friday was so much fun! We had visitors from our 
school board, other schools, and the Japanese School of Detroit. Everyone was amazed at how 
well our event was run and how much fun everyone had. Thank you to our over 60 volunteers 
who helped make the day a huge success. 
2020年度餅つき大会！金曜日に行われました餅つき大会はとても楽しかったです！教育委員
会、他校、デトロイト日本語学校から沢山の方々が訪れました。当校のイベントの運営の仕

方、みんながとても楽しんでいたことなど、とても感心していらっしゃいました。イベントを

成功に導いてくださった 60名を超えるボランティアの皆様に感謝申し上げます . 



     
 

                 
                  
                  

                
                

                     
               
                  

               
           
              

                
            

 
              
                 

           
 

 
 

 

A Community with Character/～性質で示そう～ 

In honor of Martin Luther King, Jr. Day, I spent most of our Monday morning meeting discussing 
his life. His work ties in very nicely with the concept of Grit because few individuals have shown 
as much grit as Martin Luther King, Jr. He graduated from high school at age 15 and graduated 
from college at age 19. A few years later, he received his doctorate degree from Boston 
University. At age 35, Dr. King became the youngest person to receive the Nobel Peace Prize, 
and he was the Time Magazine Man of the Year in 1963. Of course, Dr. King is best known for 
his contributions to the Civil Rights Movement including his famous “I Have a Dream” speech 
that he gave at the March on Washington. Through all his efforts to bring racial equality to all 
Americans, Dr. King was often threatened, attacked, and arrested more than a dozen times for 
peaceful demonstrations. Ultimately, Dr. King was assassinated fighting for equal rights. 
Because of his leadership, our country made great strides and changed unfair laws against 
people of color. These monumental changes happened in large part because of the grit Dr. King 
showed and that ne never stopped fighting for what he believed in. 

We ended our morning meeting by recognizing members of our community who were Caught 
WIth Character. A special shout out goes out to Mr. Wilson and Mr. Miller (not pictured) who 
helped a parent jump start their car in the parking lot.

マーティン・ルーサー・キング・ジュニアの日を記念して、月曜日の朝礼ではキング牧師の一

生について話しました。キング牧師ほど胆力を示した人はなかなかいない、と言わていますの

で、今月のテーマにピッタリでした。キング牧師は 15才で高校を、 19才で大学を卒業しまし
た。数年後、 35歳でボストン大学から博士号を取得しました。同じく 35歳にキング牧師は最年
少でノーベル平和賞を受賞し、タイム誌の 1963年の年の人に選ばれました。勿論のこと、キン
グ牧師はワシントンでのデモ行進でされた時の演説、「私には夢がある」など、公民権活動に

貢献したことで知られています。全てのアメリカ人に人種差別のない平等な市民権を勝ち取る

為に、キング牧師はしばしば恐喝に遭い、暴行を受け、非暴力運動を行ったとして何十回も逮

捕されました。その挙句に、キング牧師は平等活動の為に暗殺されました。キング牧師のリー

ダーシップによって、この国は劇的な変化を遂げ、人種非平等的な法律を改めることが出来ま

した。この様な歴史的な改革はキング牧師が示した胆力の賜物であり、自分の信念を貫き通し

た結果生まれたと言っても過言ではありません。

朝礼の最後には、性質を示せた当校コミュニティのメンバーを発表しました。特別賞として、

駐車場で保護者のストールしていた車を救助して下さったウィルソン氏、ミラー氏（写真には

写っていません）を表彰致しました。



 
 

    
                    

               
 

 
 

  
                

               
       

 
 

   
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

School of Choice Window/スクール・オブ・チョイス 
Our School of Choice Window will run from April 20 to May 15 this year. If you know of any 
families interested in attending Niji-Iro next fall, please encourage them to contact our office at 
734-744-2785.
今年の当校スクール・オブ・チョイス期間は 4月20日から 5月15日です。今年の秋から当校にじ
いろに通学希望の方々にはオフィスまでご連絡頂けるよう、お知らせください。電話番号は 
734-744-2785です。 

Japanese Books/日本語の本 
We are continuing to build our Japanese library, but we would still appreciate any donations for 
elementary level Japanese books for our students. If you have any Japanese books to donate, 
please bring them to our office.
日本語の図書は増えつつありますが、当校児童たちの為の小学校レベルの日本語の本の寄付を

受け付けています。寄付して頂ける本は当校オフィスまでお願い致します。 

All my best,
敬具 

Lawrence DeLuca
デルーカ校長



   
 

   
           

 
     

 
    

          
 

            

 

  
 

          
 

 
        

 
 

         
 

 
        

 
 

         
 

 
        

 

Flyers/After School Opportunities　フライヤー /放課後のアクティビティ 

Nuts about Science/サイエンスに夢中 
A new session of Nuts about Science is starting this month.
新たなクラスが今月始まります。 
Niji Iro 2020 Science Explorers.pdf 

Hinoki Japanese Writing Contest/ひのき財団主催日本語筆記コンテスト 
The deadline for the Hinoki Writing Contest in January 31. 
ひのき筆記コンテストの締め切りは 1月31日です。 
2020 HF Japanese Writing Contest Rules & Application Form - compressed (1).pd 

Upcoming Dates/今後の行事 

Monday, January 20 
1月20日（月）　 -　休校（マーティン・ルーサー・キング・デー） 

- No School (Martin Luther King Day) 

Friday, January 24 - Principal’s Tea 9:00-10:00 a.m. 

Tuesday, March 10 - No School (Staff Professional Development) 

Wednesday, March 11 - PTA Meeting 7:00-8:15 p.m. 

Thursday, April 16 
4月16日（木） キンダー説明会　午後 6時~7時

- Kindergarten Information Night 6:00-7:00 p.m. 

April 20-May 15 - School of Choice Window 
スクール・オブ・チョイス期間 

1月24日（金）　 -　校長先生とのお茶会　午前 9時~10時 

3月10日（火） 休校（職員研修） 

3月11日（水） PTA会議　午後 7時~8時15分 

4月20日~5月15日

https://www.intouchk12.com/IntouchPortal/DesktopModules/Edulink/DownloadFile.aspx?did=075e134a-568d-4df5-9c6f-fc4c77a8857d&/Niji%20Iro%202020%20Science%20Explorers.pdf
https://www.intouchk12.com/IntouchPortal/DesktopModules/Edulink/DownloadFile.aspx?did=83dbbaa0-2f6e-4a80-b671-622bbaa3eccf&/2020%20HF%20Japanese%20Writing%20Contest%20Rules%20&%20Application%20Form%20-%20compressed%20(1).pdf

