
   
   

  
 

                    
 

 
    

                 
                    
                       

                    
                    

             
 

                 
                     

   
  
  
  

 
                    
  

 

 
 

 
  
  
  

 
 

 
  
                    

   

  
 
 
 
 

Niji-Iro Update 6-1-20 
Dear Niji-Iro Families,
にじいろ小学校保護者の皆様へ 

It’s hard to believe that we are in June. This is certainly a school year that we will never forget.
時が過ぎるのは早いもので、もう 6月となりました。今年度は忘れられない思い出に残る一年でしたね。 

Picking Up Students’ Belongings/所持品の引渡し 
You should have received an email from me last Friday with information about picking up belongings. For 
those of you with children in multiple grades, come to whatever time is most convenient for you, and we will 
bring you all of their belongings. I wanted to add that we will have lost and found located at the front of the 
school that you can inspect after going through the pick up line. Also, Chromebooks do not need to be returned 
at this time. If you borrowed a Chromebook from school, you are encouraged to keep it over the summer for 
learning opportunities. More information about summer learning opportunities will be coming soon. 

We will follow our normal dismissal procedures, so please have your pick up number hanging from your 
rearview mirror. If you do not know your number, please let me know. The pick up times will be as follows: 
Friday, June 12 
K-1 12:00-1:00 
2-3 1:00-2:00 
4-6 2:00-3:00 

We will add an additional time on Thursday, June 18 from 9:00-12:00 for families that cannot come on June 
12.

先週の金曜日にメールにて連絡させていただきましたが、複数の学年にお子さん達がいらっしゃる方は、ご都

合がよい時間帯にお越しください。ご一家にいらっしゃるお子さん達全ての所持品をまとめてお渡しいたしま

す。追加の連絡事項ですが、校舎前に忘れ物置き場を設置していますので、ピックアップの列で引き取った後

に、心当たりがおありの方はこちらもご確認ください。また、クロームブックは今回返却する必要はありませ

ん。学校からクロームブックを借りている児童たちは夏休みにも勉強できるよう、来年度までお使いいただけ

ます。夏休みの強化レッスンについては後日連絡致します。

引渡しは下校の手順と同じように行いますので、下校時にお子さんをピックアップされていた時と同じよう

に、学校のタグをバックミラーに掛けてお待ちください。番号札を紛失された方は、校長までご連絡くださ

い。 6月12日（金）の引渡し時間割は以下の通りです： 
K-1年生 12:00-1:00 
2-3年生 1:00-2:00 
4-6年生 2:00-3:00 

6月12日にお越しになられない方の為、 6月18日（木）の午前 9時から 12時まで追加の時間を設けます。 

New Learning/新規学習計画 
Once again, we had close to 95% participation from our students. Thank you for all you do to support your 
children at home.
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 
If you haven’t seen it, please go to https://www.facebook.com/Niji.Iro.Elementary.School.PTA/ to see all the 
great videos from our students. While it’s unfortunate that we couldn’t have the talent show in person, I am 
happy to see many of our students sharing their talents.
児童たちの素晴らしいビデオをまだご覧になられていない方は、 
https://www.facebook.com/Niji.Iro.Elementary.School.PTA/を是非ご覧ください。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、子ども達のタレントを見ることが出来、とても嬉しかったです。 

Silver Linings/希望の光 
With so much of our State’s economy affected by COVID-19, a silver lining for me this week was seeing the 

crew work on our new pavement. These are economically tough times, but it is great to see improvements 

continuing to be made at Niji-Iro. In addition to getting our new blacktop, we have ordered new flexible furniture 

for our classrooms as well as our staff lounge. During these uncertain times, it’s reassuring to see how much 

the district supports Niji-Iro. While we don’t know yet what school will look like next year, I am excited to see all 
of the new improvements coming our way. 
COVID-19によってミシガン州のエコノミーも影響を受けていますが、校内の舗装工事が始まりました。経済
的に厳しい時期においても当校にじいろで改修工事が行われているのは、嬉しい限りです。アスファルトの舗

装工事以外にも、教室や職員室の家具等が追加される予定です。この様な状況下においても、にじいろをサ

ポートして下さる学区に感謝しています。来年度学校がどのように生まれ変わっているのか、とても楽しみに

しております。

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

https://www.facebook.com/Niji.Iro.Elementary.School.PTA/
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