
   
   

  
 
                      

                  

 
 

  
                   

               

  
 

   
                    

                      
                    

        
                    

               

 

 
 

  
                     

                  

                 

                    

   

 

 

 

    

             
 
 
 
 
 
 
 

Niji-Iro Update 5-26-20 
Dear Niji-Iro Families,
にじいろ小学校保護者の皆様へ 

I hope you all had a restful long weekend. The warmer weather has been a nice change. My son didn’t get to 
go to camp with his class last week, so we pitched a tent and camped in our backyard!
皆様長い週末休暇を楽しまれた事と思います。気候もようやく暖かくなってきました。私の息子は先週行く予

定だったクラスメイトとのキャンプが中止になりましたので、代わりに自宅の裏庭でテントを張ってキャンピ

ングしました。 

New Learning/新規学習計画 
Again last week, we had close to 95% participation from our students. I continue to be amazed at how 
dedicated and engaged our students and teachers have been throughout this entire process. Thank you!
先週も引き続き 95%という、とても素晴らしい児童参加率でした。先生方、児童達、またご家族の、教育に対
する熱心さの表れだと確信しています。この場をお借りして、感謝申し上げます。 

Niji-Iro Talent Show/にじいろタレントショー 
Our first Niji-Iro Talent Show was scheduled to take place at the end of March. We don’t want the school 
closure to keep us from seeing all of our talented students, so we would like to hold our Talent Show online. If 
your child has a talent that he or she would like to share, please post it to the Niji-Iro PTA 
https://www.facebook.com/Niji.Iro.Elementary.School.PTA/ with the hashtag #NijiIroTalentShow. Let’s try to 
post them on Friday, May 22 before the Memorial Day Weekend. If you do not have a Facebook account but 
would like to participate, please share your videos with me to post on the page.
第一回にじいろタレントショーは 3月末に行われる予定でした。学校閉鎖によって実際に行うことはできませ
んでしたが、オンラインでのタレントショーを行いたいと思います。タレントショーに参加したい児童たち

は、にじいろ PTAにhttps://www.facebook.com/Niji.Iro.Elementary.School.PTA/ハッシュタグ 
#NijiIroTalentShowでポスティングをお願い致します。メモリアルデー休暇が始まる 5月22日（金）にポスティ
ングして下さい。参加ご希望の方でフェイスブックのアカウントをお持ちでない方は、私、校長までビデオを

送ってください。 

PTA News/PTAからのお知らせ 
It was brought to our attention that for those who are not paid PTA members but would like to register on 
Nijiiro's Memberhub, your name and email must be pre-registered on the site by an admin before you can 
create your own login credentials. I apologize for the oversight and inconvenience, but please reach out to 
either myself, or TaSchema Hopkins with your name and email if you would like to register and we will get 
you set up.

校長先生のニュースレターににじいろのメンバーハブへの登録方法を報告しましたが、実は事前に名前とメー

ルアドレスを登録していないとアクセスできないことが分かりました。ご迷惑お掛けしますが、登録希望の方

は私、もしくはタシーマ・ホプキンズまで氏名とメールアドレスのご連絡ください。宜しくお願いします。 

Aya Yasukawa-Dudzinski president.niji.iro.pta@gmail.com 
TaSchema Hopkins vp1.niji.iro.pta@gmail.com 

https://www.facebook.com/Niji.Iro.Elementary.School.PTA/
https://www.facebook.com/Niji.Iro.Elementary.School.PTA/
mailto:vp1.niji.iro.pta@gmail.com
mailto:president.niji.iro.pta@gmail.com


 
  

                    
                  

                      
                  

     

 
 

    
 

 
  

 

Silver Linings/希望の光 
I am sure that many of you have heard of the reduction in pollution worldwide during this crisis. Carbon dioxide 

emissions are down 17% worldwide, and a recent report from the BBC showed pollution reductions of up to 

50% in major cities across the world. I am not trying to say that this outweighs all of the negative impact our 
society is facing during the COVID-19 pandemic, but having cleaner air and less pollution is one positive spin 

on our current situation.
今回のクライシス中、世界中の大気汚染が緩和されたというニュースをご覧になられた方も多いかと思いま

す。二酸化炭素の排出は世界規模では 17%減少されており、 BBCのレポートによりますと、大都市に関して
は、 50%近くの減少が見られたということです。このニュースが COVID-19パンデミックの全てのネガティブ
な影響を帳消しにするとは無論思いませんが、大気汚染が少しでも緩和され、きれいな空気を少しでも取り戻

せたことは、現在の状況下でポジティブな出来事だと思います。 

Stay happy and healthy!
皆様のご健康とご多幸をお祈りしております。 

Lawrence DeLuca
デルーカ校長


