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今日に感謝！ これからに感謝！

卒業を祝う会 ３／２

三寒四温の頃、今年度も最後の月となりました。
学校では、学年末のまとめと新年度の計画及び卒業式の準備に取り組んでいます。
今年度もコロナ禍で学校生活も大きく様変わりしました。そんな中でもオンライン
授業や運動会等、工夫しながら教育活動を進めてきました。１４０周年記念事業も地
域や博物館等のご協力のもと『子ども達が地域と学校に誇りを持ち、学びに繋がる記
念事業』を成功させることができました。
また、休校や学級閉鎖もありましたが、保護者の皆様のご理解とご協力のおかげ
で、今年度を終えることができます。まだまだコロナの収束には、ほど遠い状況です
ので、今後もコロナの感染予防の徹底をお願いします。
３月２日１校時、卒業を祝う会を体育館で
この一年間の保護者・地域の皆さまの本校教育活動へのご支援・ご協力に心から感 行いました。これまで最上級生の役目を立派
謝申し上げます。
に果たしてきた６年生へ「ありがとう」と
「おめでとう」の気持ちを伝える大切な集会
です。各学年８分の出し物を入れ替え制で行
いました。
１年生から５年生の心のこもった出し物と
創立１４０周年記念事業の大きな取り組みの１つ、
6 年生からの各学年へのお礼の言葉・雑巾の
感謝状の贈呈を 3 月 8 日と 10 日の 2 日に分けて
プレゼントに心が温まり、ほっこりする素敵
実施しました。これまで本校の教育活動にご尽力頂
な時間となりました。５年生は、５色つな引
きました下記の 35 組（個人・団体を含む）の皆さ
きでクラス毎に６年生に挑戦しました。
んです。当日の様子は、15 日に感謝状贈呈式朝会
結果は、最上級生のパワーを発揮し、６年生
として校内放送で放映しました。宜野湾小学校が、
の７勝 1 敗でした。さすが 6 年生ですね。
たくさんの皆さんに支えられていることに気付き、
卒業を祝う会の様子は、後日、校内放送で
感謝の気持ちを育む学びの機会となりました。
流しました。
No.
団体（所属）名
代表者名
活 動 内 容
1 宜小 第 41 代校長
宮里 佳宏
学校経営・教育活動の充実
2 宜小 第 42 代校長
比嘉 良成
〃
3 宜小 第 43 代校長
照屋 力男
〃
4 第 21 代ＰＴＡ 会長 諸喜田 徹
学校運営・教育活動の連携
5 第 23 代ＰＴＡ 会長 宮里 剛
〃
6 第 24 代ＰＴＡ 会長 仲宗根 剛史
〃
7 第 25 代ＰＴＡ 会長 大城 朱子
〃
グリーンベルトが設置されました
8 愛知区自治会
会長 米須 隆
健全育成・居場所づくり
9 中原区自治会
会長 森田 進
〃
7 月の校区安全点検
10 愛知高層住宅自治会 会長 仲里 一春
〃
で要望したグリーンベ
11 記念事業委・第 22 代 PTA 会長 石原 昌直 記念事業運営/教育活動の連携
ルトが学校近くのセブ
12 記念事業委員会 副会長 屋比久 孟隆
創立記念事業の運営
ンイレブン横の道路に
13 記念事業委員会 副会長 下地 昭榮
〃
設置されています。
14 学校医
西平 守樹
児童の健康支援
年度内の対応に感謝し
15 学校歯科医
福里 剛
〃
ます！
16 学校耳鼻科医 喜友名 朝盛
〃
17 さわやか会
会長 濱元 盛正
朝の交通安全の立哨・見守り
18 ゆたしく会
会長 具志堅 重光
教育活動の資金支援・寄付
３月 ２日(水) 卒業を祝う会
19 愛サポート
〃
朝のあいさつ・国道美化
３日(木) 特支買い物学習＋４日(金)
20 宜野湾市立博物館 館長 平敷 兼哉
学びの充実（講師）
６日(日) ＰＴＡ美化作業
21 かたつむりの会 会長 屋宜 道代
読み聞かせ
８日(火) 140 周年感謝状贈呈式
22 交通安全ボランティア 代表 宮城 眞一
朝の交通安全の立哨・見守り
１０日(木)
〃
１２日(土) 宜野湾中学校卒業式
23 神山郷友会
会長 宮城 茂雄
学びの充実（講師）・見守り
１５日(火) 成績処理週間～２２日(金)
24 生け花ボランティア
屋宜 千賀子
図書室の生け花で情操教育
１７日(木) ランドセル表彰式
25 環境整備ボランティア 冨着 菊子
環境整備
１８日(金) 幼稚園修了式
26 宜野湾中学校 PTA 会長 藤波 潔
記念事業寄付
【中止】夜間巡回指導
27 地域連携担当
金城 信枝
学びの充実（地域の人材活用）
１９日(土) 「おきなわ地域教育の日」
28 バスケ（男子）
代表
仲村 新吾
児童の健全育成
２０日(日) 「家庭の日・ﾌｧﾐﾘｰ読書」
２１日(金) 春分の日
29 バスケ（女子）
代表
〃
〃
２３日(水) 卒業式(６年のみ参加・１～５年休み)
30 宜野湾クラブ（バレー）代表 宮良 當明
〃
２４日(木) 修了式・離任式（式服）
31 宜野湾アトラス
代表 田盛 佳人
〃
（給食なし・12：30 下校）
32 ベースボールキッズ
代表 仲村 和也
〃
◆３／25～４／６ 春休み
33 琉大フリーバーズ
代表 宮城 武彦
〃
４月 ７日(木) 始業式(式服･給食なし･12:30 下校)
34 小林流空手道妙武館
代表 松田 広和
〃
８日(金) 入学式
35 宜小 第 44 代校長
松村 徹
学校経営・教育活動の充実
１１日(月)
幼稚園入園式

１４０周年感謝状贈呈式

【 行 事 予 定 】

