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～起工式終え本格工事スタート～ 

去る１月 15 日（木）、諸般準備が整い、「小学校校舎及び水泳プ

ール増改築工事・幼稚園増改築工事」が着工の運びとなり、本校

運動場にて起工式（安全祈願祭）が挙行されました。 

うるま市長を始め、市教育長、教育委員長、各自治会長、学校

評議員や評価委員、各工事関係者等、学校から校長・教頭が参

加し、約８０人が出席のもと、「神事」と「直会」が無事行われました。 

完成は、現時点で幼稚園舎が１１～１２月頃、校舎が来年１月末

頃となっています。校長挨拶では、無事に予定通りの工期で立派な

園舎・校舎が完成することを子ども達・職員共に願っていることをお

伝えしました。 

工事に伴って、本校の学校行事は、次のように実施予定です。 

☆平成２６年度卒業式 3/20（金） （ご協力をお願い致します） 

式場：高江洲中学校体育館  

（よりよい方法をいろいろ考えま 

したが、収容人数、交通の便  

などより判断致しました。花道  

など工夫し、心に残る卒業式  

にしたいと計画しています。） 

☆平成 27 年度入学式 1/8（水）  

  式場：高江洲中学校体育館  

☆平成 27 年度運動会 6/21（日）  

 会場：高江洲中学校運動場  

 

学校便りは、本校ホームページでも公開しています。  

  
 
        

 
 うるま市立高江洲小学校 
              住 所  〒904-2242 
                   うるま市字高江洲 118番地 1 
              TEL 973-3243  FAX 982-6059 
             第12号   2015年２月 27日（金） 
                   校 長   山口みどり（発行）  

                                              。                                                     

♪灯りをつけましょ、ぼんぼりに･･･♪   

～３月、子ども達の成長を願い今学年のまとめに努力～   

来客用玄関広場に、ひな壇飾りがお目見えしました。  

豪華な７段飾りのおひな様です。よく見ると、「昭和 59 年度  

卒業生  卒業記念贈呈」とあります。大事に飾ってきたんですね。  

本校子ども達の公共物を扱うマナーのよさに感心しました。  

ひな祭りは、子どもの無事な成長・幸せを願う行事です。ひな 

人形を見に来る子ども達を見ながら、「本校の子ども達が、すく 

すくと大きくなり、幸せになりますように。」と願いました。  

さて、年が明けたと思いましたら、もう弥生３月です。各学級では、 

新しい学年への進級に向け、今学年度のまとめをしっかり行い、学  

習内容を身に付けさせて進級させたいと努力しております。ご家庭でも、子ども達が進級に向けて、意欲的に学習・生活に

取り組み、充実した締めくくりができるように励まして下さいますよう、お願い致します。  

  

 

  

「神事」後の「直会」会場の様子  

全員完走「持久走大会」 

今年は、運動場が工事のため使えなくなり、持久走大  

会の実施が検討されました。しかし、子ども達の体力作り

への意欲づけや心身ともに鍛え挑戦する気持ちを育み

たいと考え、仮設運動場から出発するコースで実施しま

した。仮設運動場が使用できるまでは、校舎の周りを走

って練習する工夫をしたり、市教委を通し仮設運動場前

の農道を舗装して走りやすくして頂いたりして、開催にこ

ぎつけました。 

当日は、終了間際に雨模様でしたが、校外の各ポイ

ントで保護者・地域の皆様 26人が安全指導ボランティア

として協力頂いたおかげで、参加児童全員が、最後まで

事故なく完走することができました。どの児童も達成感に

満ちた顔が輝いて見えました。また仮設運動場や沿道

で応援下さった保護者の皆様、ありがとうございました。

  

  
 

各ポイントで安全指導ボランティア協力  
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行事予定  

３月           ４月  
６日（金）６年生を送る会           ７日（火）平成 27 年度始業式 

15 日（日）第３日曜日「家庭の日・     ８日（水）新１年生入学式           

ﾌｧﾐﾘｰ読書」             （式場：高江洲中学校体育館）   

19 日（木）幼稚園修了式          21 日（火）全国学力・学習状況調    

（式場：幼稚園ﾎｰﾙ）            査（６年生）、第１回  

20 日（金）小学校卒業式 9:25～11:30       市実力テスト（５年生） 

（式場：高江洲中学校体育館）     29 日（水）昭和の日（公休）         

21 日（土）春分の日              30 日（木）避難訓練（不審者対応） 

24 日（火）小学校修了式  

お別れ式（職員離任）４校時  

 （場所：仮設運動場）雨天時：各学年広場 

＊ 3 月 25 日（水）～４月６日（月） 「春休み」         

＊ 家庭訪問を５月に予定しています。   
   
 

３年生  なかよしのお友だちといっしょに  

１位でゴール 
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校内持久走大会上位入賞者（１位～３位）“おめでとう！”  2015／１／30（金）     
 
     

          
 
 

学年  

・距離  

順

位  
男子の部  氏名・記録  

順

位  
女子の部  氏名・記録  

幼稚園  

（ 運 動 場

２週）  

１  ざまみ  ともし  ・  ふちゃく  しょう  １  ぎま  ゆめ  

２  かわみね  ひなた  ２  てるや  ひなた  

３  やの  けいま  ３  たかや  ここみ  

１年  

1000ｍ  

１  とうめ  よしき  １  とうやま  あん  

２  なかまつ  こうすけ  ２  たかえす  あみ  

３  てるや  えいた  ３  うえの  ゆいか  

２年  

1000ｍ  

１  めざし  こてつ  １  あさと  かのん  

２  なかむら  かいる  ２  てるや  かなみ  

３  さどやま  しゅう  ３  あしとみ  にこ  

３年  

1500ｍ  

１  宮里  しゅんた（７分１９秒）  １  座喜味  りさと（８分０６秒）  

２  古堅  りく   （７分３３秒）  ２  照屋  すずか  （８分１５秒）  

３  奥間  けんや  （７分３４秒）  ３  金城  ひさき  （８分４１秒）  

４年  

1500ｍ  

１  クラーク・デイビッド（６分３６秒）  １  山城  かなえ  （７分２１秒）  

２  首里  悠斗  （６分３７秒）  ２  安里  奏美   （７分２４秒）  

３  志慶眞  凜  （６分４３秒）   ３  座喜味  結夏  （７分３４秒）  

５年  

2200ｍ  

１  目差  元気  （８分５２秒）  １  喜友名  桃風  （１０分４３秒）  

２  橋本  拓弥  （８分５９秒）  ２  仲松  凜     （１０分５２秒）  

３  知念  新   （９分０７秒）  ３  奥濱  帆夏    （１０分５４秒）  

６年  

2200ｍ  

１  知念  琉華  （８分３７秒）  １  島袋  莉子   （９分５７秒）  

２  島袋  蔵人  （８分５０秒）  ２  仲宗根  結紀  （１０分０４秒）  

３  平良  龍空  （８分５４秒）  ３  鈴木  光穂   （１０分１２秒）  

後日行われた児童集会での上位入賞者表彰式の様子  

（表彰状とメダルが授与されました。）：仮設運動場にて  

次年度も全員が完走できるように、日頃から体力作りをして

いきましょう！  

校内持久走大会ボランティアの皆さん  

「ありがとうございました！」 

具志川さん（ＰＴＡ OB）  
うるま署  島袋優警察官（川田交番）  
久場さん（元 PTA 会長）  
１年１組  仲本さん  
１年１組  宮里さん  
１年１組  坂巻さん   
１年１組  鈴木さん  
２年１組  中曽根さん  
２年２組  池田さん  
２年３組  神村さん  
２年３組  根川さん  
３年１組・４年３組  平良さん  
３年１組  ベンキーサーさん  
３年１組  島田さん  
３年１組  森松さん  

 ３年１組  奥間さん   
 ３年１組  前堂さん  
 ３年２組  照屋さん  

４年２組・６年１組  嘉陽田さん      
４年３組・６年３組  座喜味さん  
５年１組  上江洲さん  
５年２組  照屋（みつき）さん   
５年２組  玉城さん           

 ５年２組  照屋（慈英）さん          
５年３組  大城さん  
６年２組  金城さん  
 
皆さまのご協力のおかげで、子どもたち

参加者全員が安心して安全に、完走するこ
とができました。  
 

  

 


