う るま 市 立宮 城 中学 校
学 校便 り （ 第 ８ 号 ）
平 成２３ 年９ 月３ ０日 （金）

大成功！ 地域と共に、思い出に残る小中合同運動会

黒 潮
とても楽楽楽楽しかった
小中合同運動会

昔懐かしむ
各世代のののの校歌ダンス

去る 二十五 日（ 日） に、宮 城小
宮城 小中 学校の 各世代 の伝統 を
学校・ 宮城中 学校 とし ての最 後の 引き継 ぐ校 歌ダン スは、 豊永栄 子
運 動会が 開催さ れま した 。
さ んの提 案で 実現し ました 。
当日 は、保 護者 や兄弟 姉妹 等の
六十 歳以上 の大 先輩の 型や三 十
家族全 員、地 域の おじい ちゃ んや 歳から 五十歳 代の 皆さん の型、
お ばあち ゃん、 地域 の方々 、宮 城 そ して、 現在の 児童 生徒の 校歌 ダ
島出 身の同 窓生や 宮城 中を卒 業し ンス の型と 違いが あり 、歴史 を感
たばか りの高 校生 など、 四百人 余 じさせ る発表 に感動 しま した。
の 皆様が 参加し まし た。
上門シ ズさん から校 歌ダ ンスの
多く の方々 の御 協力と 御理解 の 歴 史を 話して もらい ました が、 シ
お かげ で、と ても 素晴ら しい、 楽 ズ さん による と、昭 和初期 に宮 城
しい 、思 い出に 残る 大運動 会が開 尋常 小学 校に
催でき した 。心配 した 天気も 、気 当時赴 任さ れ
持ちよ く晴 れ渡
ていた 「泊 巌
り、 九時 ちょう
先 生」が 振り
どに、 開会の 合
付けさ れたそ
図 で、児 童生徒
う です。
がに こやか な顔
その 後、そ の
で 入場 行進し ま
時代に あった
した 。
振 り付け にア
一人一 人の 決意
レン ジされ 、
と 目標が アナ ウ
各 世代 の校歌
ンス され力 強く
ダンスが、生
行進し ました 。
まれた のだ そ
う です。
とて も見応 え
のある 昔を思
い 出す素 晴ら
しい 取り組 み
だった と感じ
ま した。 懐か
しく て、当 日
に 飛び 入り参
加し た方 もい
たよう です 。

中 頭地区陸上競 技大会
でででで力力力力のののの限限限限りを！！！！

去 る二十 九日 （木 ）に、 県総合
運動 公園（ 泡瀬 ）で 開催さ れまし
た。宮 城中は 、生徒 が少 ない ため
全員 選手で す。そ れぞ れの 競技で
全 力を尽 くし て頑張 りま した。
出 場種目 は、チ ーム として 、一
年生 は、四 百メー トル リレー に出
場 しま した。 個人種 目で は、哲 也
くんは 走り 幅跳び 、成 樹くん は、
百メー トル 走に挑 戦し ました 。
三年生 は、 隆成く んが ジャベ リ
ック と百メ ート ル走に 、幸 介くん
が走り 幅跳び 、要 さんが ジャ ベリ
ッ ク、萌 さんが 砲丸 投げ、 累さ ん
が走り 幅跳び 、佳緯 くん が砲丸 投
げに出 場しま した。 夏休 みから 、
練 習に取 り組ん でき ました 。成績

運動会のののの会場設営とととと準備にににに
多多多多くの地域のののの方方方方々々々々がががが！！！！

運動会 前日 までの 保護 者や地 域
・高 校生な ど多 くの方 々の 御協力
と御理 解に感 謝し ます。
ＰＴＡ 会長の 上地 寿幸さ んは 、
運動 場の草 をきれ いに 刈って くれ
ました 。おか げで、 男子 職員は 運
動 場以外 の道路 や校 内の草 刈りが
でき ました 。
運 動会会 場設
営で は、自 治
会長さ んや地
域 の方々 、高
校生 など多 く
の力を借り
て 、予定 より
早い 時間に 終
了する ことが
で きまし た。
心心心心より感謝

結 果は、 入賞 するこ とはで き
な かった のです が、 持てる 力
を出し 切っ て 、
頑張り まし た 。
こ のよ うな大 会に出 場する
経験 は、 他の学 校では 、なか
なかで きませ ん。 本校の いい
とこ ろかも しれ ません 。
大 会に 参加し 、自分 の記録 を
伸ば すこと も，大 きなね らい
（目 標）で したの で、達 成す
る こと ができ 、いい 思い出 と
成りま した 。

十月のののの行事

自治会敬老会

二 日（ 日 ） 桃 原 ・ 宮城 ・ 池 味

八日（ 土） ～九日 （日 ）
県新 人バド ダブ ルス大 会
糸満 市西崎 中体 育館等
九日（ 土） 高離島 観月会

十三 日（ 木）～ 十四日 （金）
二 学期 中間テ スト
一 日目 社会 ・数学
二日 目 国語・ 理科・ 英語

十五 日（ 土）～ 十六 日（日 ）
う るま市 まつ り
十 六日（ 日） 上原敬 老会

二十九 日（ 日）
中頭 地区 中学校 総合文 化祭
沖縄市 民会 館大ホ ール

