
表彰年度 中頭Ｐ 県Ｐ 宜小ＰＴＡ
（前年度活動） 氏名 役職 氏名 役職 氏名 役職 氏名 役職 氏名 氏名 　団体
昭和62年 県ＰＴＡ
1987年 連合会表彰
平成元年度 宮城真吉 奥平盛夫 島袋善孝 ＰＴＡ会長 宮城真吉
1989年 山城康正 比嘉定二 當山信行 総務部長 （前ＰＴＡ会長）

宮城マサ子 佐久川紀成
比嘉洋子 諸見里節子

２年度 島袋善孝 上原喜代子 平良エミ子 広報部長 山城百合子
1990年 山城百合子 渡ヶ次芳子 船越八重子 広報副部長 （前ＰＴＡ副会長）

当山信行 外間信子
大嶺静子 米須清徳
宮里由紀子

３年度 比嘉定清 大城初枝 比嘉定盛 ＰＴＡ会長 奥平盛夫
1991年 知念郁子 普天間ナミコ 仲村春哲 ＰＴＡ副会長 （前ＰＴＡ会長）

久場邦夫 宮里孝子
平良エミコ 比嘉澄子
船越八重子 仲村ヒロコ

４年度 比嘉定盛 喜屋武典子 比嘉定二 保体部長
1992年 仲村春哲 粟国初江 佐喜真久子 総務部副部長

宮城義雄 古波津香代子

宮城京子 比嘉恵子
内間安盛

５年度 屋比久孟隆 兼城克夫 屋比久孟隆 ＰＴＡ副会長 比嘉定清
1993年 高江洲芳江 下地末子 高江洲芳江 ＰＴＡ副会長 （ＰＴＡ会長）

新城　正
６年度 比嘉留美子 坂野成子 佐喜真政範 ＰＴＡ副会長

1994年 伊佐喜代子 佐喜真久子 親川　昌 総務部副部長

大城美佐子 親川　昌
仲村悦子

７年度 森田　進 真栄城千加子 仲村悦子 前ＰＴＡ副会長 屋比久孟隆 屋比久孟隆
1995年 西山本純子 米須直美 金城明美 文化部長 （前ＰＴＡ会長） （前ＰＴＡ会長）

内間美佐子 伊覇艶子
粟国盛孝 我如古園子

８年度 佐喜真政範 比嘉律子 牧港タイヤ 米谷秀雄 ＰＴＡ副会長

1996年 宮城清美 仲村勢子 ももや 伊志嶺智恵美 ＰＴＡ副会長

　　　　　　　　　　　　　　　　歴代表彰者一覧　　　　　　　　　　宜野湾小学校

功労者 感謝状 市Ｐ



東江久美 玉那覇君枝 比嘉定仁
玉城愛子 稲嶺千恵 友利政則
仲大嶺明美 仲村幸枝

９年度 米谷秀雄 西原明美 宮城安英 下地博次 前ＰＴＡ副会長 下地博次
1997年 知名義則 永吉美津子 町田宗治 比嘉初代 ＰＴＡ副会長 （市Ｐ連会長）

伊志嶺智恵美 稲福美子 熱田栄市 知名義則 ＰＴＡ副会長

具志堅昌枝 宮城洋子
比嘉初代 池村知佐子
金城明美 喜久川哲夫
大城昌子 比嘉美恵子
祖内盛三 米須利江

10年度 金城美佐江 文化部長 平敷美起子 永山盛志 下地昭榮 前学校長 米谷秀雄 米谷秀雄 九州ブロック

1998年 具志寿人 広報部長 山城保子 仲真玄良 具志堅昌枝 保体部長 （ＰＴＡ会長） （ＰＴＡ会長） ＰＴＡ協議会

島袋富美子 学年部理事 臼井弘子 比嘉太郎 西原明美 学年部理事 表彰
下地博次 はばたき理事 友利ミツエ
比嘉政子 環境理事 仲松慶子
比嘉美佐子 学年部長

11年度 我喜屋冨士子 学年部長 平良彰一 広報理事 宮城茂雄 事務局長 具志寿人 ＰＴＡ会長 伊志嶺智恵美

1999年 屋比久辰雄 環境部長 仲村早百合 はばたき理事 高原好幸 職員 照屋順治 ＰＴＡ副会長 （ＰＴＡ元副会長）

嘉陽宗章 生活理事 知念重子 学年部長 坂本哲隆 職員 金城美佐江 ＰＴＡ副会長

伊佐登美子 学年部長 宮里一雄 はばたき部長 米須陽子
照屋順治 生活部長 金城一恵 学年部長 神谷昌子
仲村　操 はばたき理事 桃原真紀子 学年部長 豊見山和子
佐喜眞秀輝 保体理事

12年度 宮城尚美 総務副部長 仲松房江 文教副部長 岸本恵一郎 職員 なし
2000年 津波古佐代子 総務理事 仲村明美 広報理事 兼島善美 職員

上原栄子 学年理事 幸地　巧 職員
大城哲治 職員
比嘉洋子 ＰＴＡ事務
比嘉初代 ＰＴＡ副会長

13年度 佐喜真規子 総務副部長 棚原美和 ６学年理事 知念かねみ 前学校長 大川優子 環境部長 具志寿人 具志寿人
2001年 大川優子 環境部長 仲村早百合 はばたき理事 棚原美和 ６学年理事 （ＰＴＡ会長） （ＰＴＡ会長）

知念重子 ６学年副部長 玉城直美 広報部長
永吉光子 保体理事 當山雅代 広報副部長
内兼久洋子 ６学年部長 瀬名波寿真子 文教副部長
宮里一雄 はばたき推進委員長 伊波真澄 はばたき理事

西原明美 保体副部長



14年度 米須和子 はばたき理事 屋比久孟隆 はばたき会長 奧間政実 120周年写真 仲村　操 ＰＴＡ副会長 広報部優良賞

2002年 古波蔵弘子 環境理事 新垣比佐子 環境副部長 金城美佐江 ＰＴＡ副会長 伊波真澄 はばたきの会推進委員長

根保江利子 広報理事 仲松喜美子 ５学年副部長 仲村春松 生活指導部長

伊波ひとみ ５学年部長 仲村春松 生活部長 はばたきの会 （団体の部）

比嘉由美子 保体部長 島崎映子 文教理事
嘉手納　実 総務副部長 稲福美子 総務理事

15年度 仲村明子 環境副部長 砂川育枝 ６学年副部長 上原助勝 前学校長 島崎映子 学年理事 照屋順治
2003年 金井かおり 環境理事 下門礼子 文教部長 多和田　稔 前事務局長（教頭） 比嘉由美子 保体部長 （ＰＴＡ副会長）

安里みどり 総務部 鈴木一夫 総務部長 照屋順治 ＰＴＡ副会長 多和田　稔 前事務局長
仲村　操 ＰＴＡ副会長
瀬名波寿真子 ＰＴＡ副会長
仲松喜美子 ６学年部長

16年度 諸喜田徹 環境部長 末吉孝也 2学年部長 具志寿人 ＰＴＡ会長 仲松　隆 ＰＴＡ副会長 はばたきの会

2004年 嶺山久美子 広報副部長 米須利江 はばたきの会 城間昇 掲示物清書 石川竜市 ＰＴＡ副会長 （団体）
比嘉政美 広報部理事 前田久美子 はばたきの会 鈴木一夫 総務部長 當山雅代 ＰＴＡ事務
伊波一男 １学年部長 高嶺芳弘 保体部長 小橋川美奈子 ６学年部長
石川竜市 ＰＴＡ副会長 仲松隆 ＰＴＡ副会長 宮里憲光 警備員（逝去）

17年度 砂川愛子 文化教養部長 盛島敏和 生活指導部長 砂川明美 総務部長、理事 仲村早百合 はばたき委員長 具志堅昌枝 広報部優秀賞 日本ＰＴＡ
2005年 屋宜千賀子 はばたきの会 宮城エリ子 はばたき副委員長 下地明美 学年部理事 米須和子 広報理事 前保体副部長 全国協議会

平良広美 ６学年部長 高嶺芳弘 保体部長 仲村明子 学年理事 表彰
嘉手苅正美 理事
米須郁子 理事

18年度 金城信枝 学年部長 冨着菊子 城間健二 前事務局長 比嘉由美子
2006年 米須恵子 はばたき副 宮城定子 学年部理事 嘉手苅明子 学年部長 前会長

嘉手苅明子 居場所・学年 當間智子 学年部理事 城間　昇 保体部副
大屋正勝 総務部長 仲村順子 学年部理事

米須和子 総務部理事
棚原美和 総務部理事
比嘉政美 広報部長
比嘉由美子 ＰＴＡ会長
島崎映子 ＰＴＡ副会長
宮城邦子 前校長
城間健二 前教頭

19年度 比嘉哲也Ａ 環境整備部長 宮里和賢 保体部長 根保江利子 広報理事、交通指導 諸喜田　徹 ＰＴＡ副会長 伊波真澄
2007年 伊佐毅 広報部長 宮里悦子 学年部・居場所 米須民子 はばたき、蝸牛 下門礼子 総務部理事 蝸牛の会

上原秀樹 生活指導部長 具志寿人 交通安全指導 根保江利子 広報理事 （団体）
宮里佐代子 前養護教諭
仲村明子 蝸牛の会



仲村春正 農園
ゆたしく会 高額寄付

20年度 比嘉哲也Ｂ 環境整備部長 村山盛敏 学校歯科医 米須恵子 はばたき委員長 石川竜市 はばたきの会 文部科学大臣

2008年 嘉数　正 環境副部長 伊佐　毅 広報部長 砂川愛子 文教副部長 表彰
名幸弘美 はばたき会長 　 上原秀樹 生活指導部長 宮城エリ子 はばたき副委員長 広報部優良賞

砂川愛子 文教部長
宮城エリ子 はばたき、蝸牛

伊波真澄 ＰＴＡ副会長
仲村早百合 ＰＴＡ副会長
さわやか安全隊 交通安全指導
宮城秀雄 交通安全指導
崎間良男 交通安全指導
宮良當明 農園
ぎのわん花の会 高額寄付
宮城茂雄 前学校長

21年度 天久智恵子 広報部長 平良広美 学年部長 宮里和賢 保体部長 仲松　隆 石川竜市
2009年 太郎浦葉子 はばたき副 下門礼子 総務部長 名幸弘美 はばたき会長

宮里　剛 広報副 波平百恵 蝸牛の会長 伊波一男 交通指導
伊佐正子 文教部長 伊波一男 交通安全指導

名幸弘美 はばたき会長
古波蔵弘子 Ｐ副会長
佐喜真秀輝 こども教室
普天間智恵子 学年理事
新城典子 はばたき、蝸牛

宮城盛雄 前学校長
宮城直子 前事務局長（教頭）

當山雅代 ＰＴＡ事務
22年度
2010年




