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FFaarrtthheerr   ooff   tthhee  JJAARR をを開開催催ししままししたた。。   

 

先日、３月５日より、来年度の登録申し込みが始まりました。 

メールでお知らせいたしましたが、次年度の申し込みは、Enrollment 

Form と 始業前調査票、そして、生徒１人に対して、２０ドルの事前

登録料でセットとなります。 

 

受付の方で各用紙を用意しておりますので、お申し込みください。 

 

クラスによっては、定員いっぱいに今月中になってしまうクラスもあり

ますので、お早めにお申し込みくださるようお願いいたします。 

 

３月いっぱいで、優先登録を締め切ります。 

なお、４月より、一般登録が始まります、一般登録が始まりますと、 

先着順となります、ご了承ください。 

 

つぼみ 3 月の予定 

 
3月 5日   

 

家庭環境とアイデンティティ   

テキスト 知念聖美 

 

3月 12日  
 

日系人子女とバイリンガル教育  

テキスト 中島和子 

 

3月 19日  

 

継承語としての日本語教育  

テキスト 中島和子 

  
 

 

来来年年度度のの優優先先登登録録申申しし込込みみががははじじままりりままししたた。。   

今年も、お父さん、おじいちゃんの会 「Farther of the Jar」を開

催しました。 

当日は、去年よりも多い、お父さん、おじいちゃんが集まってくださ

り、これからのロッキーズ日本語アカデミーについて話し合ったり、

意見を出し合うことができました。 

ご協力いただいた、父兄のみなさま、本当にありがとうございまし

た。 

これからのロッキーズ日本語アカデミーにお父さん達の力が必要とな

って行きますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

先日の会場費、その他を、たんぽぽ組 エマリーちゃんのおじいちゃ

ん、クリーブさんが負担してくださり、いろいろ準備をしてください

ました。 本当にありがとうござました。 

 

２年目に入った、Father of the JAR、これからもどんどん活動して

いきます。ご協力よろしくお願いいたします。 
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Japanese Academy of the Rockies  

ロッキーズ日本語アカデミー 

OPEN HOUSE 
自由見学 

Saturday, March 19, 2011 

9:30 – 11:00 am 

Children’s Place @ FRCC, 

Westminster 
Japanese as a Foreign Language (JFL) for any children (age 5 and 
above) who are interested in learning Japanese language and 
culture.  

Japanese as a Heritage Language （継承語） 家庭で日本語を話す

お子さんで、楽しく日本語を学びたい。（2歳から小学生まで）  

You can see how we teach children Japanese language, 
and register for YR 2011-2012 on the same day.  
授業風景の自由見学ができ、同日、ご希望の方には来年度の

入学受付けもいたします。  
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帰帰国国のの際際はは、、格格安安エエアアチチケケッットト  東東京京トトララベベルル  
 

ロッキーズ日本語アカデミーファンドレイジングの一環として、東

京トラベルさんで航空チケットを購入いただきますと、当校のファ

ンドレイジングとなります。 

 

チケットに関するお問い合わせは、ロッキーズ日本語アカデミー

専用の担当者、木村様までお願いします。お電話、メールの際

に、当校の名前を出していただくだけですので、よろしくお願いし

ます。（ユナイテッド航空がメインです） 

 

Mr.Masato Kimura（Tokyo Travel) 

1－714-434-7136 masato@prodigy.net 

http://www.tokyotravelservice.com 

帰帰国国のの際際はは、、格格安安エエアアチチケケッットト  アアジジアアトトララベベルル  
 

アジアトラベルさんで航空チケットを購入いただきますと、当校の

ファンドレイジングにつながります。 

チケットに関するお問い合わせは、以下の連絡先にお願いしま

す。 

 

Asia Travel Bureau  

17801 Main St. Ste#B, Irvine CA 92614  

phone 800-615-2291 phone 949-250-3111 

 sales@asiatravelusa.com  
 
・創業５７年の歴史があり、スタッフ全員が日本語を話します。 

・航空券販売の６割は、ＪＡＬを販売。 

・デンバー出発のご相談もお気軽にどうぞ。 

日本人美容師＆美容室のおしらせ 
 

日本語の通じる美容師さんにカットお願いしてみませんか？ 

（ロッキーズの名前を出していただくと、１０％の当校へのファ

ンドレイジングとなります。） 

Salon Noriko 

Location:  AFFINITY HAIR DESIGN 

3234 S.Wadsworth Blvd, Lakewood, CO 80227 

Phone 720-254-2952 or 303-284-7209 

salonnoriko.com (予約受付のみ) 
 

ロッキーズのファンドレイジング協力企業 

教師・アシスタント募集 

 
ロッキーズ日本語アカデミーでは、新年度に向けて、教師・アシスタントを募集し

ております。 ロッキーズ日本語アカデミーの教育方針、日本語継承語教育に協力

していただける方を募集しております。 

 

お知り合いで興味のある方、やる気のある方をご紹介ください。 

 

お申し込みは、受付までお知らせください。 

企業ファンドレイジングを受け付けてま

す。 

ロッキーズ日本語アカデミーでは、企業フ

ァンドレイジングの協力をお願いしており

ます。お知り合いの企業、個人、ご紹介く

ださいますようお願いたします。 

受付は、メールもしくは、受付にて！ 

 

 

mailto:714-434-7136
http://www.tokyotravelservice.com/
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 JAR からのお知らせ 

NOTARY サービスのお知らせ 
 

JAR保護者のお一人、マップ明子さんが Notary（公証

人）をなさっています。公証人は、州政府から許可が

あり、ビザの申請書類や税金書類など、証人として、

書類を証明してくださる人のことです。JAR保護者のみ

無償で行ってくださっています。  

お問い合わせはマップ明子さん；akiboo80@gmail.com 

 

編集後記 

 
春を感じる季節になりました。新しいことをはじめたくな

る季節ですね。春は、日本の桜が恋しくなりませんか？と

いうことで、見に行ってきます。 お花見を久しぶりにで

きるので、わくわくしています。 

ロッキーズ日本語アカデミーも今年度終盤に差し掛かって

きましたね、この時期から子ども達にまとまりが出てきて

各クラス、活気があるように見られます。子ども達に会え

る土曜日が楽しみです！ 

ｂｙ千登世 

 

ロッキーズ日本語アカデミー 
Japanese Academy of the Rockies  

Tel: 303-585-1225 

main@japaneseacademyoftherockies.org  

 http://japaneseacademyoftherockies.org/ 

ススナナッッククタタイイムムのの注注意意事事項項  
 

スナックタイムのおやつの量は 10分以内

で食べられる分をご用意ください。また、食

物アレルギーのお子さんを考慮して、ツリー

ナッツ（木の実類）･ピーナッツ(ピーナッツ

バターを含む)の校内持込み禁止をお願いし

ております。 

お子様のおやつに関してですが、ピーナッツ

だけではなく、お子様がのどに詰まらせそう

なもの一切、禁止となっております。 

例） ぶどう（1/4にきってあれば OK）、 

レーズン、あめ玉、などなど・・・ 

スタッフが注意を払っておりますが、もし

も、持ってきてしまった場合、お子様がおや

つを食べることができないという事態になっ

てしまいますので、ご家庭で登校前に、ご確

認ください。ご協力お願いいたします。 

 

★ 各種提出物について 

   

新年度の各書類をまだ提出されていない方は、 

  受付のほうまで、ご提出お願いいたします。 

 

★ 欠席･遅刻の連絡について 

 

各クラスを欠席・遅刻をする際には、各クラス担任

もしくは、受付まで、ご連絡くださるようお願いい

たします。前日まででしたら、メールで、当日でし

たら、9 時までに電話にて、ご連絡をお願いいたし

ます。 

 

★ ご注意ください。 

 

ロッキーズ日本語アカデミーで使わせていただ

いているチルドレンズプレイスでは、直径 3 セ

ンチ以内に入るおもちゃなどの持込が禁止され

ています。登校なさる前に、必ずお子様のかば

んなどをチェックしていただくようにお願いい

たします。 

 

 

★ 退校届けについて 

 

ロッキーズ日本語アカデミーでは、生徒さんの退校

の際には、退校届けの提出をしていただくことにな

ました。 退校日の四週間前までに、受付までご提

出ください。 なお、提出が遅れると 1 週間毎

に、手数料が発生いたしますので、ご注意くださ

い。（入学時書類にあります） 

 

 

 

新入のお友達 

 

たんぽぽ組 

 

わたなべ なごみ ちゃん 

 
これでたんぽぽ組は、8人の定員になりました。 

  

mailto:akiboo80@gmail.com

