
   
   

  
 

                    
             

 
 

     
                
             
                      
                  

           
 

  

 
 

             
 

 

Niji-Iro Update 11-11-19 
Dear Niji-Iro Families,
にじいろ小学校 保護者の皆様へ 

We had our first snow of the season last week, so this serves as a good reminder to make sure 
your children come dressed to school with coats, hats, boots, and gloves.
先週は初雪が降りましたね。寒くなってきておりますので、帽子やジャケット、手袋など暖か

い暖かい服装で登校できるようにお願いします。 

A Community with Character/～性質で示そう～ 
We shifted our focus from Empathy to Responsibility this week. However, I did share a video 
from Halloween where a young boy showed Empathy, Integrity, and Responsibility. When he 
came to a house that left out a bowl of candy for trick or treaters that was empty, he put his own 
candy in the bowl for others. All of this was caught on a video doorbell without the child 
knowing. You can see the video and read the story here: 
https://knx1070.radio.com/articles/boy-captured-video-doing-right-thing-halloween
先週で、共感についての話を終え、今週の月曜の集会からは、責任についての話を始めました

が、共感、誠実さ、責任が小さな男の子のハロウィーンでの行いから学べるビデオを見せまし

た。そのビデオでは、 Trick or Treatので家を回っている際に、すでに全部のキャンディーがな

くなり、空っぽになってしまったボールが置いてある家を訪れた男の子が、自分のキャン

ディーを他の子のために入れてあげるというお話です。ドアベルに設置してあったビデオにた

またま映っていたとのことです。下記のリンクからそのビデオを鑑賞することができます。 

We closed our meeting by recognizing students Caught with Character for showing Integrity.
朝礼の最後には、敬意と誠実さを示せた児童たちを発表しました。

https://knx1070.radio.com/articles/boy-captured-video-doing-right-thing-halloween


 
     

               
                

                 
                   

               
                

                
                

 

  
    

 

 
 

 
 

  
                  

          
                  
               

  
 

  
 

  
 

  
 

 

  
 

  
 

Livonia Merry and Bright Parade/リボニア・メリー＆ブライト・パレード 
We have secured transportation for our floats for the Livonia Merry and Bright Parade. The 
parade begins on Sunday, December 8 at 4:00 p.m. from Frost Middle School (14041 Stark Rd.) 
and will travel north on Stark, east on Lyndon and then north on Farmington Rd. before entering 
the city complex on Civic Center Drive. The parade takes about an hour and ends at the City of 
Livonia's Tree Lighting Ceremony behind City Hall. Families should arrive at 3:30 at the Frost 
Middle School parking lot. We plan to have students carry the Akimatsuri floats they made this 
year. If possible, we would love to have students and their families dressed in yukatas and 
jinbeis. If you plan to participate in the parade, please fill out the following Google Form: 
https://docs.google.com/forms/d/1Mhxmn5InLelj65EJzMEYaMXLDxg5LXKA7TIG0S4ZVcA/edit
リボニア　メリー &ブライト　パレードで使うおみこしの移動手段を手配、確保することがで

きました。パレートは、 12月8日（日曜日）の午後 4時から始まります。 Frost Middle School
（住所： 14041 Stark Rd.）から始まり、 Civic Center Driveの市街地エリアに着くまで、 Stark
通りを北に、その後、 Lydon通りを東に、更に Farmington 通りを北に歩き、パレートをしま

す。パレードは約一時間ほど続き、リボニア市役所の後方に設置された、リボニア市のクリス

マスツリー点灯式が行われる場所で終了します。参加頂けるご家族は、午後 3時半に Frost 
Middle Schoolの駐車場にお集まりください。子供たちは秋祭りで作った使ったおみこしを担い

で歩く予定です。可能であれば、参加されるご家族や子供たちには、甚平や浴衣を着て参加を

して頂ければと思います。パレードへの参加を予定されている方は、下記のリンクより Google
　Formに登録をお願いします。 

PTA Message 
The PTA is looking for someone who would like to support and lead the role of off-site school 
activities/dining fundraisers. This includes Skate Nights, restaurant dining fundraisers (Leo's 
Coney Island, etc) and any other activities that are off-site. There will be support, and a team to 
bounce off ideas with! If interested please contact any of the PTA E-Board members below: 
Aya Yasukawa-Dudzinski 
president.niji.iro.pta@gmail.com 
TaSchema Hopkins 
vp1.niji.iro.pta@gmail.com 
Nicki Bowman 
treasurer.niji.iro.pta@gmail.com 
Leah Shapardanis 
secretary1.niji.iro.pta@gmail.com

こんにちは！ PTAでは現在オフサイト・アクティビティ /レストラン・ファンドレーザーを担当

してお手伝いしていただける方を募集しております。スケートナイト、 Leo's Coney Islandなど

で行ったファンドレーザー（食事の１０％がにじいろ小学校に寄付される etc）など、学校外

で行われるにじいろ関連の行事がカバーされます。もちろん、 PTAのサポートもありますし、

新しいアイデアもあればどんどん提供していただいてけっこうです。ご興味のある方は上記の 
PTA E-boardメンバーの誰にでもお気軽にご連絡ください。

https://docs.google.com/forms/d/1Mhxmn5InLelj65EJzMEYaMXLDxg5LXKA7TIG0S4ZVcA/edit
mailto:secretary1.niji.iro.pta@gmail.com
mailto:treasurer.niji.iro.pta@gmail.com
mailto:vp1.niji.iro.pta@gmail.com
mailto:president.niji.iro.pta@gmail.com


 
    

                 
                 

          
 

 
       

 
 

              
                

               
                  

 
                   

         

 

 
 

   
 

    
                

              
              

             

  

 
 
 
 
 
 
 

School of Choice Window/スクール・オブ・チョイス 
Our new School of Choice Window is open and runs from November 6-22. If you know anyone 
who has children in grades 1-6 and would be interested in enrolling at Niji-Iro, please share this 
information with them: SCHOOL OF CHOICE AD OCT 2019.pdf 
11月6日~22日はスクール・オブ・チョイス期間です。 1~6学年のお子さんがいらっしゃる お知

り合いの方で、にじいろへの通学 にご興味のあられる方には以下の情報を是非シェアしてくだ

さい :SCHOOL OF CHOICE AD OCT 2019.pdf 

Yearbook/イヤーブック 

I wanted to include another reminder about the yearbook cover contest. Submissions can be 

done digitally or by hand. All submissions should be on 8.5”x11” paper and turned into the 

school office by November 26. It should include the school name Niji-Iro and the school 
year 2019-2020. The student whose artwork is chosen will receive a free copy of the yearbook. 

Also, we are looking for pictures to add to our yearbook. If you have any pictures that you would 

like to share, please email them to nijiiro.yearbook@gmail.com
今年度より、イヤーブック用の絵を児童たちから募集することになりました。手書きでも、コ

ンピューターを使ってでも構いませんが、 8.5”x11”（普通サイズ）の用紙のみエントリー可能

です。 11月26日までに学校オフィスへ提出して下さい。選ばれた児童にはイヤーブックが無料

でプレゼントされます。

また、イヤーブック用の写真を募集しています。イヤーブックに載せても良い写真をお持ちの

方は、 nijiiro.yearbook@gmail.comまでメールでお送り下さい。 

Goodfellows Canned Food Drive/グッドフェローズ缶詰寄付活動 
For the month of November, we will have our annual Livonia Goodfellows canned food drive to 
provide food to needy families. Students can bring canned goods to their classroom for 
donations. All canned goods should be non-perishables and not in glass containers or anything 
that might break. The drive runs from November 4 through November 22. 
11月には貧困家庭に食品を提供するため、毎年恒例のリボニア・グッドフェローズの缶詰寄付

活動を行います。 児童たちは、缶詰を自分の教室で寄付することができます。 寄付される缶詰

は、生鮮品ではなく、また、ガラス容器や破損する可能性のないものをお願い致します。寄付

活動の期間は 11月4日から 11月22日です。

https://www.intouchk12.com/IntouchPortal/DesktopModules/Edulink/DownloadFile.aspx?did=11afa29d-1154-4385-b351-baa5f686f0d8&/SCHOOL%20OF%20CHOICE%20AD%20OCT%202019.pdf
https://www.intouchk12.com/IntouchPortal/DesktopModules/Edulink/DownloadFile.aspx?did=11afa29d-1154-4385-b351-baa5f686f0d8&/SCHOOL%20OF%20CHOICE%20AD%20OCT%202019.pdf
mailto:nijiiro.yearbook@gmail.com
mailto:nijiiro.yearbook@gmail.com


   
 

   
 

 
   

                
         

      
 

    
               

               

       
 

    
            

 
 

   
 

 
  

 
 
 

  
 

         
 

 
     

 

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

Nuts About Science 
Niji-Iro-FREAKY-FUN-PHYSICS-FLYER.pdf 

Family Art Night/ファミリー・アート・ナイト 
Our first Family Art Night will take place on Thursday, November 14. Please click the following 
flyer for more information: ERICCO BOOK PROJECT PRESENTS-15.pdf
初回ファミリー・アート・ナイトが 11月14日（木）に行われます。詳細は以下のフライヤーを

ご覧ください : ERICCO BOOK PROJECT PRESENTS-15.pdf 

MSU Girls STEM Day/ミシガン州立大学女子限定 STEMイベント 
Michigan State University is offering a free STEM event for girls in kindergarten through grade 
4. Click on the flyer for more information: Girls STEM Day Flyer - 2019.pdf
ミシガン州大学による無料の STEMイベントがキンダーから 4年生の女の子を対象として行われ

ます。詳細は以下のフライヤーをご覧ください :Girls STEM Day Flyer - 2019.pdf 

Hinoki Japanese Writing Contest/ひのき財団主催日本語筆記コンテスト 
2020 HF Japanese Writing Contest Rules & Application Form - compressed (1).pdf 

All my best,
敬具 

Lawrence DeLuca
デルーカ校長 

Upcoming Dates/今後の行事 

Thursday, November 
11月14日（木）　ファミリー・アート・ナイト　午後 6時 

14 - Family Art Night 6:00 p.m. 

November 27-29 - Thanksgiving Break 
11月27~29日　サンクスギビング休暇

https://www.intouchk12.com/IntouchPortal/DesktopModules/Edulink/DownloadFile.aspx?did=9b04569d-2801-4f58-bdc0-01a665094e48&/Niji-Iro-FREAKY-FUN-PHYSICS-FLYER.pdf
https://www.intouchk12.com/IntouchPortal/DesktopModules/Edulink/DownloadFile.aspx?did=4c274ab3-1462-4182-9cb3-c9119101908e&/ERICCO%20BOOK%20PROJECT%20PRESENTS-15.pdf
https://www.intouchk12.com/IntouchPortal/DesktopModules/Edulink/DownloadFile.aspx?did=4c274ab3-1462-4182-9cb3-c9119101908e&/ERICCO%20BOOK%20PROJECT%20PRESENTS-15.pdf
https://www.intouchk12.com/IntouchPortal/DesktopModules/Edulink/DownloadFile.aspx?did=8841d5d5-3b93-4ec7-a72d-a0a2494ad4b9&/Girls%20STEM%20Day%20Flyer%20-%202019.pdf
https://www.intouchk12.com/IntouchPortal/DesktopModules/Edulink/DownloadFile.aspx?did=8841d5d5-3b93-4ec7-a72d-a0a2494ad4b9&/Girls%20STEM%20Day%20Flyer%20-%202019.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

