新年度始まりました！
新年度始まりました！ 皆さん、一年間よろしくお願い
皆さん、一年間よろしくお願いします。
、一年間よろしくお願いします。

新年度が始まって、早一ヶ月が経ちますが、各々のお子様の様子はどうでしょうか？ 今年度は例年にも増して新しい
生徒が増えましたし、新しいクラス、先生、アシスタントの先生なので、それぞれのお子様がやっと慣れてきた感じがしま
す。 もう少し掛かるお子様もいるかと思いますが徐々にすべての生徒の皆さんが自分のペースを作っていけるといい
ですね。 今年度もロッキーズ日本語アカデミーは、イベントが盛りだくさんです。 みんなで今年度も楽しいロッキーズ
日本語アカデミーを作っていきましょう！

イベント委員を募集しています。 ロッキーズ日本語アカデミーを盛り上げるために？！ぜひ、今年度お手伝いしていただけませ
んか？ イベント委員につきましては、一クラス一人、二人でなく何人でも OK です。 ロッキーズ日本語アカデミーの大イベント
である運動会の企画、運営、その他イベントを年間を通して子どもたちが楽しめるものを提供していく委員です。 特に、かしこま
ったことではないので、ロッキーズの学校を知る意味でも楽しいイベント委員だと思います。 ぜひ、お手伝いをお願いします。
やってくださる方は、各クラスの担任の先生に申し出ていただくか、受付の千登世まで声をかけてください。 どうぞよろしくお願
いします。 何かいいこと、美味しいことがついてくるイベント委員です。

今年度も、サインインが受付で、サインアウトが各教室となってます。 学校のセキュリティーのためご協力をお願
いします。 なお、サインアウトをしたお子様については、保護者の方々が責任を持ってお連れ下さるようにお願い
します。 子どもたちは、クラス終了後、廊下を走ってドア方面に行ってしまいます。 できるだけ、お子様から目を
離さないようにお願いいたします。
また、生徒タグ、保護者タグですが、毎週、してきてくださるようにお願いします。 当校は、校舎を借りて運営して
います、土曜日で Pinnacle Charter School はお休みなのですが、先生や生徒、外部の生徒、外部保護者の出入
りの激しい学校でもあります。 当校の保護者であることをアピールするため、安全のため、毎週してきてください
ますようにお願いします。 なお、紛失につきましては 2 ドル徴収させていただきます、ご理解とご協力お願いいた
します。

今年度スタッフ
今年度スタッフ紹介
スタッフ紹介
たんぽぽ組
たんぽぽ組 リングレン 真紀
ロッキーズでは、開校数ヵ月後から 2 年半ほど「もも組（4,5 歳児）」の担任をしていました。その後、出産･育児休暇の後、「たん
ぽぽ組(2,3 歳）」の担任になり、早い物で今年で 5 年目になります。 私自身も現在 8 歳半の娘と 7 歳の息子の母親ですので、
アメリカでバイリンガル子育てをするのが簡単ではない事を、ひしひしと実感していますが、「遊びを学びに変える」をモットーに、
少しでも皆さんのお手伝いが出来るように頑張りますので、今年度もどうぞよろしくお願いします。

うめ組
うめ組 河端 真澄
うめ組の担任は今年で 5 年目になります。それ以前は、幼児部から小学部のアシスタント・代講などをしていました。ロッキーズ
と共に成長させていただいています。私には、中学生（8 年生）の息子と大学生の娘のがいます。週日はアダムス 12 学区の小
学校でサポートスタッフとして幼稚園児から 5 年生の生徒たちのお世話をしています。親の立場からまた教育の現場にいるスタ
ッフの立場から子ども達の成長をサポートし、それぞれの子ども達が楽しく日本語を習得できるよう日々努力していきますので宜
しくお願い致します。

うめ組
うめ組 アシスタント 二ノ宮 佐恵
私は、幼い頃、小学校低学年だったと思います。初めて外国人を見た時、自分達と違う顔、違う言葉を話す人々の存在を
知り、その時から英語を学びたいとの思いがありました。1992 年から結婚を機に、アメリカで暮らすことになり英語を学びな
がら過ごしてきました。今回ロッキーズ日本語アカデミーで子ども達に、日本語を伝えるお仕事をさせていただける事にな
り、あらためて日本語を勉強し、未来を創る子ども達の成長に役立てれるように努力したいと思います。 どうぞ、宜しくお
願い致します。

もも組
もも組 オスラー 真美
今年度、もも組の担任を受け持つことになりましたオスラー真美です。
ロッキーズには設立当時から関わってきましたが、幼児部の担任としては今年が 4 年目となります。 現在は現地のミドルスク
ールで、特別支援学級のサポーターとして仕事をしています。 それ以前は、日本とコロラドで長年、幼児教育に携わってきまし
た。 これらの経験を生かして、もも組の生徒に合った楽しい日本語教育の場を提供していきたいと思います。 どうぞ、よろしく
お願いします！

もも組
もも組 アシスタント トラウトマン 友紀
今年度もも組アシスタントになりましたトラウトマン友紀と申します。 長男はさくら組に通う一保護者でもあります。私自身子ども
のバイリンガル教育に思い悩んだり一喜一憂したりしています。 今年のもも組は元気いっぱい人数もいっぱいでとても賑やか
なクラスです。 アシスタントとしてまだまだ新米ですが、子ども達とともに成長していきたいと思っています。 何かありましたら
気軽にお声がけください。

もも組
もも組 アシスタント ソイヤーズ 翠
はじめまして！今年度より、もも組のアシスタントとをさせて頂くことになりましたソイヤーズ 翠です。 昨年から娘がロッキーズ
でお世話になり、とても楽しく、そして子どもたち一人一人の個性を生かしながら行う授業を母子共に経験させて頂きました。
私は現在、平日は体操競技のコーチとして 18 ヶ月の子どもから、小学校低学年までの子どもたちを指導しています。まスポー
ツイベントがあるときにアスレチックトレーナーとして小学校から大学生までの子ども達のサポートをさせて頂いています。 私自
身、教師としての経験は浅いですが、コーチとしての経験を生かし、もも組担当のオスラー先生とアシスタントのトラウトマン先生
と協力し、それぞれのお子さんの長所を引き伸ばしながら、日本語文化を学んで頂けるようアシスタントとして務めていきたいと
思っています。 どうぞよろしくお願いいたします。

さくら組
さくら組 バウダー 友紀
はじめまして、さくら組担任のバウダー友紀です。５年間住んだサンフランシスコを離れ、この４月にコロラドに移住してきまし
た。 主人が幼い頃に何度も訪れて大好きだったというこの美しいコロラドに住むことができてワクワクしています。 二人の息
子がおり、上の息子の日本語学校を探していたところ、私自身も担任をさせていただく機会を得られたことをとても嬉しく思って
います。 サンフランシスコに来る前は日本の英会話スクールで主任講師をしており、1 歳から 13 歳までの子どもクラスを主に
担当していました。 この経験を活かして、みなさんと楽しく授業ができたらと思っています。どうぞよろしくお願いします。

ひかり組
ひかり組 ナッシュ 麻美
今年度もひかり組の担任をさせていただきます、ナッシュ麻美です。 私がロッキーズで教えさせていただき早くも３年目となりま
した。 毎年いろいろな生徒さんのお世話をさせていただき楽しい土曜日を過ごさせていただいています。 私はこちらで教員免
許を取り、中高生徒に数学を 4 年ほど教えました。 それから長男の出産とともに仕事をやめ専業主婦をしておりました。デンバ
ーには８年半前に主人の仕事で引っ越してきました、現在、主人、息子、娘、犬と猫と住んでいます。 バタバタしていますが、

お気軽にお声をお掛けください。 それでは今年もどうぞよろしくお願いします。

つばさ組
つばさ組 竹ノ内 あつ子
あつ子
コロラドに引っ越してきて１年が過ぎました。ニューヨークとはまたまったく違う生活のペースですが、元々山好きですし、日
に焼けるのを愚痴りながらも毎日を楽しんでいます。そして土曜日には、ロッキーズで、子供たちと接することができるの
が楽しみです。これから 1 年間どうぞよろしくお願いします。

ほし組
こだま組
ほし組&こだま
こだま組 一条 裕子
ロッキーズの保護者の皆様こんにちは、今年度ほし組、こだま組を担任させて頂く事になりました一条裕子です。先生とし
ての経験は皆無に等しいのですが、去年ほし組のアシスタントとしてとても良い経験をさせて貰いました。私自身、こだま組
に 9 歳の長女とほし組に 6 歳の次女がいます。私は 5 歳の頃父親の仕事の為オハイオ州に渡米しました。小学 6 年生に
なって一旦日本に帰国したものの、再度父の転勤により高校２年生の時オハイオ州に戻りました。アメリカの大学で心理学
を専攻し、2002 年に卒業して以来コロラドに住んでいます。
今年の抱負は生徒達に日本語を教えるだけでは無く、日本の文化（食べ物、行事、日常的な礼儀・作法、等）を楽しく学ん
で貰う事です。「極細に、超長く」をモットーに、大人になっても日本が好きでいてくれる様な授業を目指しています。
新米担任なので何かと行き届かない点もあるかと思いますがどうぞ宜しくお願いします。
Hello, my name is Hiroko Ichijo and I will be teaching the Hoshi and Kodama class this year. I have very little experience
as a teacher, but I gained valuable experience as an assistant for the Hoshi class last year. I have two daughters; an 8
year old who is in the Kodama class, and a 5 year old who is in the Hoshi class. I was born in Japan, but moved to Ohio
when I was 5 years old due to my father's job. In 6th grade I briefly moved back to Japan, but then moved back to Ohio
when I was a Junior in high school. I graduated from Miami University (of Ohio) with a degree in Psychology in 2002. I
moved out to Colorado the same year and have loved living here since!
My goal for this year is to not only teach Japanese, but to also teach about the culture such as foods, festivals, and
everyday mannerisms in a way that keeps the students' attention. My hope is that by the end of the school year my
students will find a new fondness for Japan, and who knows, if they ever decide to live there in the future it may come in
handy someday! I'm looking forward to a wonderful year!

ほし＆こだま組
ほし＆こだま組 アシスタント ハーマン佳子
ハーマン佳子
ほし・こだま組アシスタントのハーマン佳子です。2007 年にコロラドに来ました。それまでは東京の外資系金融会社で秘書をし
ていました。今春卒業したコロラド大学デンバー校では児童発達心理学や社会心理学を主に学び、思春期心理学研修の一環
としてボルダー高校で日本語クラスのアシスタントも経験しました。コロラド大学の学生や成人からの依頼で日本語家庭教師
の経験もあります。プライベートでは 10 歳男子の母親でもあります。今までの経験と知識をロッキーズで活かせるようがんば
ります。よろしくお願いします。
My name is Yoshiko Herrmann. I am a new sub teacher of Hoshi & Kodama classes. I moved from Tokyo to Colorado in 2007.
When I lived in Tokyo, I was working as an Executive Assistant at international banks. I have studied Psychology, mainly child
developmental psychology and social psychology, in University of Colorado (CU), Boulder. I have just graduated from CU this
Spring. As a CU intern student, I had an opportunity to work as an assistant at the Japanese class of Boulder High School. I
have also experienced to work as a Japanese private tutor. I am a mom of a 10-year-old boy as well. I am so excited to
work at Japanese Academy of the Rockies using my skills and experiences.

のぞみ組
のぞみ組 関 聡美
2007年度から１０年近くもロッキーズでお世話になっています、関聡美と申します。現在までに幼稚園年中（pre-k）クラス、小
学部、中学部で指導を行ってまいりました。大学在学中は、東アジア文明、特に大韓民国の歴史・文化に焦点をあてて学んで
おり、小倉紀蔵氏に師事していたときには日韓文化交流基金主催の日本大学生訪韓団や漢陽大学校での語学短期留学に
参加。折しも日韓間にあり教科書表記に関する問題への関心が高まっていた頃であり、韓国での得た経験から身をもって歴
史教育の重要性を意識し、教育課程を履修し始めました。その後、高等学校教諭一種免許状（地理・歴史）、そして小学校の
頃より昼休みは図書室で過ごすことが多いほどの学校図書室好きが高じて司書教諭の資格も取得しました。日本に住んでい
た頃は、学習塾の講師をしておりまして、小学校３年生から新高校１年生の文系科目責任者として働いていました。現在はデ
ンバー市内の私立の幼児教育施設で勤務しています。今年度の抱負は、個々のご家庭・生徒さんの志向・嗜好・指向性を尊
重した上で、各自の目標を達成する補助に徹することです。どうぞ宜しくお見知り置きください。

のぞみ組
のぞみ組 アシスタント ハンキン 真依子
今年度よりのぞみ組アシスタントになりましたハンキン真依子です。小さな頃に姉が留学した影響で、私自身も 2001 年に渡
米しました。修士を修了した後結婚し、2014 年の 9 月にコロラド州に引越してから 11 月に娘を出産。初めての子育てに奮闘
しながら日々楽しんでいます。甥達の成長や自身の子育てを通してバイリンガル教育に興味を持っていた折、この様な形で
子どもたちの日本語教育をお手伝いさせてもらえる事になりとても嬉しいです。まだまだ新米ですが、私自身も日々学びなが
ら精進していきたいと思います。 どうぞ宜しくお願いします。

のぞみ組
のぞみ組 取り出し授業、つばさ組アシスタント
取り出し授業、つばさ組アシスタント ストックウエル ゆいこ
早いものでロッキーズでの仕事も 4 年目を迎えました。高校、大学を通しての夢はずばり、日本語教師だったので、日本語教
育に携わることができ、毎週土曜日が来るのが楽しみな日々を過ごさせてもらっています。 普段は 1 歳と 4 歳二人の女の
子の子育てを通し、バイリンガル教育の楽しさ、そして難しさを痛感しています。去年はもも組のアシスタントをしましたが、今
年はのぞみ組の取り出し授業の担当と、つばさ組のアシスタントを兼任します。どうぞ宜しくお願いします。

大人クラス III 古田 祥子
大人クラス 3 担当の古田祥子です。出身は広島で、呉高専で建築を専攻しました。卒業後、設計者として計 4 年程日本で働い
て、その後、日本から脱出したくなり、日本語の先生として青年海外協力隊に行くことを目論みました。しかし、色々と調べてい
るうちにアメリカにあるオペアの制度をみつけて、渡米。 今の主人と出会って今に至ります。 楽しくスピード感のある授業と、
実際に使える日本語を目指して授業に取り組んでいます。どうぞよろしくお願いします

大人クラス
大人クラス VII ガオエンズ 由佳
皆様、はじめまして。大人７を担当することになりましたガオエンズ由佳と申します。始業式も無事におわり今年もまた新しい新
年度が始まりました。 早いものでロッキーズでのお仕事も今年で３年目を迎えることになりました。大人７のクラスでは今まで
学習してきた知識を元に日本語で話す、読む、書く、聴く力の向上を目標に取り組んでいきたいと思います。 今年度より生徒
さんたちの要望を取り入れ授業時間が長くなりました。 皆さん一緒にがんばっていきましょう。 どうぞ宜しくお願い致します。

アドミン ダービィン
ダービィン 礼子
出身地は東日本大震災で大きなダメージ受け、映画フラガールでおなじみのハワイアンズから車で 10 分の福島県いわ
き市です。日本でコロラド出身の夫に出会い、1993 年にコロラドに移り住みました。家族は夫デリック、コロラドカレッジ 2
年生の長女ミア、レイクウッドハイスクール シニアの次女ミケーラ、そしてゴールデンリトリバーのブレックです。趣味は、
冷蔵庫にある食材をレシピ検索で新しいレシピに挑戦する事です。 英語が苦手な私は、アメリカ生活、子育てそして英
語を一緒に学び、数多くの失敗で苦手を少しずつ克服してきました。 ロッキーズの窓口として皆さんの意見、質問から学
んでいきます。 宜しくお願いします。

アドミン スミス 直絵
はじめまして。今年度より、アドミン・経理を担当することになりましたスミス直絵です。 ロッキーズでは、今年 5 歳になっ
た息子がタンポポ組のときからお世話になっております。長年にわたって築かれたリズムを崩さないように頑張ります。
保護者の方、又、先生方と上手にコミュニケーションを取れるように勤めたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

ディレクター シブリ 久子
今年度、ディレクター四年目を務めさせていただきます、シブリ久子です。このディレクターの仕事は、学校経営、人事、教育を
管理することを目的に理事会にて三年前に創設されました。学校経営では、予算管理を理事会と共に行い、人事においては、
教員採用の面接と決定、人材配置を行います。また、教育では、スティアリングコミッティと共に、各クラスのカリキュラム作り、
そして、先生方への指導を行っております。また、二年前からは、保護者の皆様へバイリンガル教育・バイリンガル子育ての情
報提供を行う勉強会も主催しております。今年度も、ニュースレターや勉強会を通して、多くの有益な情報を発信していきたい
と思います。皆さん、日本語教育、バイリンガル教育・子育てにおいて何かお悩みのこと、ご質問等ありましたら、お気軽に声を
おかけ下さい！
私自身は、2010 年コロラド大学ボルダー校の修士課程を修了し、以来、大学、コミュニティカレッジなど高等教育機関での日本
語教育に関わっております。今年度は、引き続き、コロラド大学ボルダー校の日本語科にて教壇に立っております。大学生に
日本語を教える傍ら、ロッキーズ日本語アカデミーでは 2007 年から教職と運営に携わっております。また、4 歳半男児の母で
もあります。
今年度も、これまでの教師経験、子育て経験を活かして、各クラスの先生方へのサポートを通して、子ども達にとって楽しい授
業作りにかかわっていきたいと思っております。 どうぞよろしくお願いいたします。

始業式にお渡ししました、各種提出用紙の提出をお願いします。
始業式にお渡ししました、各種提出用紙の提出をお願いします。

教材費が必要なクラスがあります、各担任にご確認ください。
教材費が必要なクラスがあります、各担任にご確認ください。

受付でサインインする際、お子様に
受付でサインインする際、お子様にサニタイザー
インする際、お子様にサニタイザーをするよう
サニタイザーをするよう、
をするよう、うなが
してくだ
してく
ださい。

今年度ロッキーズカフェ担当
今年度ロッキーズ カフェ担当
クラススケジュール
10 月 ひかり組
ひかり組
11 月 さくら組
さくら組
12 月 のぞみ組
のぞみ組
1 月 つばさ組
つばさ組＆たんぽぽ組合同
たんぽぽ組合同
2 月 こだま組
こだま組
3 月 もも組
もも組
4 月 うめ組
うめ組
5 月 ほし組
ほし組

Number of Cards distributed: 19

donate $10 to JAR without paying a penny?
The King Soopers Neighborhood Reward Program will donate 5% of your grocery bill at your local King Soopers to
Japanese Academy of the Rockies. For example, if you spend $200 a month on groceries, JAR receives $10.
$10 If fifty
people do the same, our school gets $500. If everybody repeats that every month, JAR receives $6000 a year!
Please, ask for the JAR only King Soopers Card and an instruction of usage at the front desk.
自分のお金を使わずに１０ドルを学校に寄付してみませんか？
King Soopers Neighborhood Reward Program は、あなたが King Soopers でお買い物した金額の５
５％をロッキーズ日本
語アカデミーに寄付してくれるプログラムです。もし、あなたが King Soopers で月２００
２００ドル分のお買い物すると１０
１０ドル
２００
１０

５００ドルが寄付され、それを毎月
が当校に寄付されます。もし、５０
５０名の方が同じように月２００
２００ドルお買い物すると
５０
２００
続けると年間６０００ドルのファンドレイジングになります。そのお買い物の際には当校専用の King Soopers Card が
必要となります、近日中にカフェエリアで、カードを新規販売しますので、ご利用お願いします！

JTB USA, Inc.
昨年、12 月より、カリフォルニアにあります JTB USA, Inc. が当校のファンドレイザーに加わりました。日本行き・アジア
行き・呼び寄せ航空券を JTB USA, Inc. を通して予約し、予約時に「ロッキーズ日本語アカデミー」とお伝え頂けると、航
空券 1 枚につき$15 が当校に寄付されるしくみとなっています。今後の一時帰国やご家族の呼び寄せの際には、JTB
USA, Inc. の利用についてご検討をいただけましたら幸いです。予約時の電話番号については、受付のチラシをご参照く
ださい。

JTB USA, Inc. became our fundraiser!
JTB USA, Inc will donate $15 per ticket to Japanese Academy of the Rockies when you purchase an airplane ticket to Asia
including Japan, or from Japan to US through JTB USA, Inc. Please mention that you are a member of the Japanese
Academy of the Rockies when you reserve a flight. We appreciate it if you could consider using JTB USA, Inc as your travel
agent. See the attached flier for more detail.

安心した将来を送れるライフプランは出
来ていますか？ 日米の両国の知識と豊
富な経験で皆さんのライフゴールの達成
をお手伝いします。ご相談はお気軽に！
3773 Cherry Creek North Dr., Suite 575
Denver, CO 80209
303-717-3540
info@moneycafeusa.com
http://www.moneycafeusa.com

2907 Huron St. Unit # 103
Denver Co. 80202
TEL: 720-639-2911
web: www.mytokio.com

ロッキーズのファンドレイジン
グ協力企業

帰国の際は、格安エアチケット IACE TRAVEL
IACE TRAVELさんが新しく、ファンドレイジング協力企業として、ご
協力をいただくことになりました。 IACE TRAVEL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。

「本格ラーメン・備長炭焼き鳥・寿司」
I-25 Exit 212C 20th St. & Chestnut からハーフブロック
＊建物の裏側に無料駐車場がございますので、そちらをご利用下さい。
皆様のご来店を心よりお待ちいたしております。

Up to 100% Financing with No PMI
For qualifying borrowers

 30 or 15 year Fixed Rate
 4% Seller Concessions Allowed
 NO Prepayment Penalties

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、支店長 清水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。
緊急で帰国する場合のチケットも扱っているそうです。
連絡先 ：IACE TRAVEL 4632 S. MARYLAND PKWY, SUIT 5, LAS
VEGAS, NV 89119 USA

Let me help you get your dream home today!
Jim Richardson

TEL: 702-310-4224 OR 888-527-4223 E-MAIL: shimizu@iaceusa.com

Sr. Mortgage Loan Officer NMLS#675573
(720)904-4014
James_a_richardson@keybank.com

★

ドアマンのボランティア募集
ドアマンのボランティア募集

今年度より、校舎に入る際の最初のドアを常時鍵が掛かっている状態に
する予定です。 朝の登校時、下校時、送り迎えの際に必要になるドア
マンをしてくださる方を募集いたします。 もしも、ボランティアが出
ない場合は、当番制にさせていただきますので、ご了承ください。
★

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。

カフェの収益
カフェの収益
皆様にご協力いただいているロッキーズカ
フェ、今年度も収益は、運動会諸費用、学
校諸費用に使わせていただきます。
今年度もたくさんおいしい物がカフェに登
場することと思います。
皆様のご協力により、ロッキーズ日本語ア
カデミーは、成り立っています。

ご注意ください。
飲食についてですが、ロッキーズカフェを開催していますが、基本的に
受付周辺以外では、飲食は、控えていただくようにお願いします。
受付周辺以外
★

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っています。 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。

その他注意していただきたいこと
＊ 基本的に、ロッキーズ日本語アカデミーは、Pinnacle Charter
School の校舎を借りて運営しております、平日は、Pinnacle の生徒
がいますので、忘れ物などには、十分注意してください。
＊ 授業が終わると、お子様たちが出口のほうに走って帰ってきま
す。 できるだけ、廊下は走らないように注意をしてください。 なお、
小さなお子様がドア付近で遊んだりしないようにご注意ください。 手
などを挟む危険性がありますので、よろしくお願いします。

プレイグランドについて
プレイグランドについて
ピナクルチャータースクールのプレイグラウン
ドで授業待ち、授業後に遊ばれている保護者
の方々にお願いです。
お使いになるときは、必ず保護者の方の監
督下、責任でお願いします。 お使いになりま
したら必ず、最後の方はドアを閉めて、忘れ
物のないようにお願いします。

アメリカに来て、早？！10 年が経ちました、ロッキーズは、10 年目になります。いや～、初めて受付をやりだしてからいろいろなこと
がありましたが、ロッキーズの子ども達の成長を見ることが出来て幸せです。まだまだ幼かった子ども達が、もう中学生、高校生にな
ってましまってます。 立派なもんですね、私たちを手伝ってくれるほどになってます、うれしい限りです。今年の目標は、この中学
生、高校生になったロッキーズの子ども達をこき使うこと！なんて（笑）日本語を使いながら、ボランティアなどをしてもらうことを
考えてます。ロッキーズの子ども達と一緒に成長（私は縦にでなく横に成長）して、みんなと大人な会話をするのが楽しみな私です。
また、一年よろしくお願いします。
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/

