Niji-Iro Update 6-5-22
Dear Niji-Iro Families,
にじいろ小学校 保護者の皆様
It’s hard to believe there are only two more weeks of school. We have a lot going on these next two weeks, so
please pay close attention to the weekly emails from your child’s teacher.
今学期もあと2週間を残すのみとなりました。今後2週間様々な予定がございますので、お子様の担任からのメール
をお見逃し無いようよろしく願い致します。
Buffalo Wild Wings Fundraiserバッファローワイルドウィング募金キャンベーン
Tomorrow, Monday, June 6, is our Niji-Iro fundraiser at Buffalo Wild Wings located at 6 Mile and Newburgh.
Simply present this flyer when you pay for your order, and Buffalo Wild Wings will donate 20% back to Niji-Iro.
Niji Iro Flyer 6 6 22.pdf
明日、6月6日月曜日バッファローワイルドウィングス募金キャンペーンがございます。6マイルとニューバーグの角に
にあるバッファローワイルドウィングスでお食事もしくはテイクアウトのお支払いの際に添付のチケットを提示するだ
けで、バッファローワイルドウィングスでお支払いになった代金の20%がにじいろ小学校に寄付されます。
Niji Iro Flyer 6 6 22.pdf
School and Home Safety/お子さんとの学校、ご家庭での安全に関してのお話について
I wanted to include the documents from last week including talking to your children about violence and home
firearm safety. We have not raised discussions about the tragedy in Texas with our students, but we want to
make sure you have resources if you have those discussions at home. Again, if you do have guns in your
home, please ensure they are stored and locked safely.
TALKING POINTS ON SCHOOL SAFETY
Parents Guide to Home Firearm Safety.pdf
先週にから引き続きではありますが、ここで再度学校や家庭内での安全や家庭用銃器についてお子さんと話をする
際の資料をご案内させていただきます。テキサス州で起こった悲劇について生徒たちと校内で話をする場面が持っ
ておりませんが、ご自宅でお子さんを話をされる際のリソースが下記のリンクよりご覧になれます。
添付2番目の資料は、ミシガン大学監修の「 Parent Guide to Firearm Safety（家庭での銃器の安全な取り扱い）」に
関する資料です。ご家庭に銃器がある場合は、それらが安全に保管され、その保管場所がしっかりと施錠されてい
ることを確認してください。
TALKING POINTS ON SCHOOL SAFETY
Parents Guide to Home Firearm Safety.pdf
Field Day/フィールドデー
Field Day is scheduled for the morning of Wednesday, June 8. To keep numbers down, we are not allowing
spectators this year. Please make sure your child has a water bottle, exercise clothing and shoes, and
sunscreen applied at home.
フィールドデーは6月8日(水)の午前中に予定されています。 出席者の増加を防ぐため、今年の開催は無観客にて
行われます。当日はお子様が水筒、運動用の服と靴を着用の上、日焼け止めを塗って登校してください。
Summer Spirit Week/サマースピリットウィーク
We will have a Summer Spirit Week on the last week of school (June 13-17). Please see the attachment for
more details. Summer Spirit Week
今学期最後の週(6月13-17日)にサマースピリットウィークを行います。詳しくは別紙をご覧ください。Summer Spirit
Week

No Music Concert/ ミュージックコンサートのキャンセルについて
Unfortunately, we will not be having a music concert this year. Our hope is to bring it back next year.
残念ながら今年はミュージックコンサートはキャンセルとなりました。来年は開催できればと願っております。
Lunch Menu June 2022 - Google Docs
Summer Learning Opportunities/ 夏の学習プログラム
Please see the attached flyers for summer learning opportunities:
夏休みの期間中開催される学習プログラムがございます。ご興味のある方は下記のリンクからご参照ください。
ELVS Volunteer 2022 Flyer.jpg
PTSA ELVS Participant Flyer 2022 (1).jpg
math program participant (1).png
math program volunteers (1).png
REMINDERSお知らせ
COVID Update/コロナアップデート
The district's Covid-19 protocols have been updated throughout this spring time downturn in local case counts
and can be found on the district's website under the "Covid Corner" section. Also, you can find daily case
counts by school, by clicking on the blue graphic in that section.
If our protocols change in the future, you can always locate the latest information in that section of the website.
今春の地域の症例数の減少を通じて学校区内のCovid-19プロトコルが更新されました。地区のウェブサイトの「
Covid Corner」セクションからご覧になっていただけます。また、同じセクションの青いグラフィックをクリックする事に
より、学校ごとに毎日のケース数も確認することができます。
今後プロトコルが変更された場合、ウェブサイトの同セクションからいつでも最新情報を見つけることができます。

From PTA/PTAよりお知らせ
PTA currently has a vacancy for the First Vice President and Treasurer positions for the 2022-2024 term. They
will keep the nomination open until the positions are filled. Once there are candidates, a vote will be taken at
the next PTA general meeting. If you are curious but would like to know more and address any questions or
concerns before nominating yourself/anyone, feel free to reach out to any of the current eboard members and
they will be happy to answer them!
PTAでは2022‐2024任期の第一副会長と会計を募集しております。立候補、推薦される方が見つかり次第、次の
PTA会議で投票を行います。興味があるけど質問、懸念があるという方、現在の役員の誰にでもお気軽にご相談く
ださい。
2022 Election Nomination Form 選挙の立候補・推薦申請書
https://forms.gle/nxGFD99ocb7QPdAf6

Free and Reduced Lunch/無料ランチの終了と割引ランチの申し込みについて

During the Covid pandemic, the federal government approved meal waivers for schools and districts during the
2020-21 and 2021-22 school years. This federal meal waiver allowed any LPS student to receive breakfast
and/or lunch, free of charge to you, regardless of family economic status and without requiring the traditional
Free & Reduced School Meals application to be submitted by families.
Currently, these waivers are set to expire on June 30, 2022. For those families who believe they would
qualify for free or reduced meals through the traditional process, we encourage you to complete and
submit your application now.
The online application can be found using this link: Horizon Free & Reduced Apps and if you prefer to
submit a paper application, you can find that by using this link: Free & Reduced Paper Application.
If you have any questions, please contact the LPS Food & Nutrition Services Department at (734)
744-2820 or email at foodservice@livoniapublicschools.org.

I have also included the information regarding P-EBT (Pandemic Electronic Benefit Transfer Program).
Please contact us with any questions.
Niji-Iro Japanese Immersion Elementary School (2).docx
MDHHS-5925.dotx

Covidによるパンデミックの間、連邦政府は2020-21年と2021-22年の間に学校区、およびそれぞれの学校に給食費
免除を承認しました。現在この給食費免除によりLPSに所属する全ての生徒はご家族の経済状況に関係なく、通常
は必要な学校給食無料および割引申請書の提出なしで、朝食および/もしくは昼食を無料で受け取っています。
しかしながら、現在の給食費免除は2022年6月30日に期限が切れる予定です。今後は以前行われていた給食費の
割引、および費用免除を受ける資格があると思われるご家族は来年の学校年度が始まるのを待たずにすぐに申請
書を提出してください。オンラインでのアプリケーションをご希望の方はこちらのリンクからHorizon Free &
Reduced Apps アクセスしていただけます。紙面での申請をご希望の方はこちらのリンクから Free & Reduced
Paper Application.
フォームにアクセスください。何かご不明な点がございましたら、LPS Food & Nutrition Services Department ((734)
744-2820) または foodservice@livoniapublicschools.org まで電子メールでお問い合わせください。
また、P-EBT(パンデミック電子給付金給付プログラム)に関する情報も記載しました。ご不明な点がございましたらい
つでもお問い合わせください。
Niji-Iro Japanese Immersion Elementary School (2).docx
MDHHS-5925.dotx
Hinoki Juku Free Online Tutoring For English Language Learners.

ひのき英語学習者のための無料オンラインチューター
Please click here for more information or fill out the registration link for the activity.
ひのき英語学習者のための無料オンラインチューターの詳細、お申込みはこちらのリンクからアクセスください。
The flyer of this activity is here
The registration link for the activity.
MOVING OR CHANGING SCHOOLS THIS FALL今秋へ向けての転校やお引越しについて
For this upcoming fall, if you are moving or attending a different school not located in Livonia Public Schools,
please email our school secretary at kmorro@livoniapublicschools.org so we can make sure your child's
educational files are prepared for your child's next school and we can accurately account for this in our
projected enrollment and staffing plans.
今秋にリボニア学区外への転出、転校などをお考えになっているご家族がいらっしゃいましたら当校秘書のキム・モ
ロ kmorro@livoniapublicschools.org までメールにてご連絡ください。お子様が次に通われる学校へ必要書類や成
績ファイルなどを送付し、お子様が新学校でも引き続き学業に取り組めるよう手続きをいたします。
Students Moving Back to Japan 転校の手続きについて
If you have any plans to transfer your child back to another school in Japan, please let us know as soon as
possible. We will prepare the necessary documents regarding your move to make the process smooth.
Notification must be submitted 30 days before your child’s last day of attendance.
If you have any questions, please contact at Ai-sensei (Japanese Leader): aameyaw@livoniapublicschools.org
日本へのご帰国や国内での転校のご予定がある場合は、学校までお知らせください。転出に必要な手続き、また転
校をスムーズにするための書類準備などを行います。届け出は、最終登校日の30日前までに行ってください。連絡
先: あい先生(日本語主任) aameyaw@livoniapublicschools.org
Drop Off and Pick Up Reminders
登下校時の注意点について
To help make our drop off and pick up as safe an efficient as possible, please following these procedures:
●
●
●
●
●
●

Pull your car all the way to the crosswalk so that more students can get in and out of their cars
Have your child ready to go and exit the vehicle on the school side. The quicker students exit the
vehicle, the quicker the line will move.
If your children need assistance getting out of the car, park and walk them in
If you are walking with your children, you must cross at the crosswalk. Please do not walk in between
cars as this can be potentially dangerous and it slows down the process.
Drive no faster than 10 miles per hour in the parking lot
When waiting in the pick up line after school, please do not block the resident driveways.

毎日の登下校時お子様のドロップオフとピックアップにて登下校時のお子様の安全を確保し、尚且つ迅速に進める
為、いくつか確認事項がございますのでご家族でご確認いただきご協力頂けます様お願い致します。
・ドロップオフ、ピックアップ時のお車の停車はなるべく歩道に近づけて停車して頂く様お願い致します。歩道に近づ
けて停車して頂く事により、登下校際の車の乗り降りがスムーズになります。
・お子様が一人で車を降りるのが難しい場合、必ず駐車場にお車をお停め頂き、お子様と一緒に登校口までお送り
頂きます様お願い致します。

・お子様と一緒に歩いて、登校、下校される場合、（もしくはお車から歩かれる場合）は、必ず歩道をお歩き頂き、ま
た道路を渡る際は、横断歩道をお渡りください。車と車の間を渡ることは大変危険です。事故の原因となる可能性が
ありますので、お子様の安全を守る為にも必ずお守り頂きます様お願い致します。
・にじいろ小学校駐車場内での制限速度は10マイル、学校周辺のカーティスロードの制限速度は25マイルです。そ
れぞれの制限速度をお守り頂けます様お願い致します。
・お子様をピックアップラインでお待ちの際、近隣にお住まいの方のドライブウェイを塞がないよう、再度ご確認くださ
い。
皆様のご理解とご協力をお願い致します。

Major Dates Calendar
学校行事予定表
Here is the link to our Major Dates Calendar.
学校行事予定表を下記のリンクにアップいたしましたのでご覧ください。
Major Dates Calendar.
All my best,
敬具
Lawrence DeLuca
校長
ローレンス・デルーカ
Upcoming Dates/今後の行事予定
June 7 - Kindergarten Round Up (No School for current kindergarten students)
June 8 - Field Day
June 16 - Half Day 12:15 Dismissal
June 17 - Last Day of School 12:15 Dismissal
Flyers:
お知らせ
Livonia Community Hub/リボニア・コミュニティ・ハブ
Community Hub

