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令和３年度第32回沖縄県小中学校
ＰＴＡ広報紙コンクール入賞一覧
令和3年度広報紙コンクールの受賞校を紹介します。
各学校、様々な活動が制限される中、創意工夫を凝らして
PTA活動や学校での子どもたち様子を伝える貴重な機会となりました。

【小学校の部】
最優秀賞
那覇市立
真嘉比小学校ＰＴＡ
まかんちゅ
賞
最優秀賞
優秀賞
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単

Ｐ 名
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名

那覇市立真嘉比小学校ＰＴＡ

まかんちゅ

那覇市立さつき小学校ＰＴＡ

こちらさつき探偵団

那覇市立城南小学校ＰＴＡ

東苑

うるま市立南原小学校ＰＴＡ

力太郎

那覇市立城岳小学校ＰＴＡ

じょうがくＰＴＡ新聞

豊見城市立⾧嶺小学校ＰＴＡ

てぃーらかんかん

豊見城市立座安小学校ＰＴＡ

がじゅまる

豊見城市立豊崎小学校ＰＴＣＡ

なないろ

宮古島市立北小学校ＰＴＡ

かたぐるま

南風原町立北丘小学校ＰＴＡ

きたおか

豊見城市立とよみ小学校ＰＴＡ

とよみ

【中学校の部】
最優秀賞
那覇市立
松島中学校ＰＴＡ
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那覇市立松島中学校ＰＴＡ

笑風

那覇市立石田中学校ＰＴＡ

石田PTA NEWS

浦添市立浦添中学校ＰＴＡ

でいご

座間味村立阿嘉小中学校ＰＴＡ

とぅんもーや

豊見城市立⾧嶺中学校ＰＴＡ

若き鷹

うるま市立与勝中学校ＰＴＡ

こばていし

那覇市立金城中学校ＰＴＡ

東雲

南風原町立南風原中学校ＰＴＡ

黄金の森

沖縄市立沖縄東中学校ＰＴＡ

おきなわ東

沖縄市立宮里中学校ＰＴＡ

GREEN MONSTERS

北中城村立北中城中学校父母教師会

こだま
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私の学校の
取り組み
【分散PTA作業】
【 児童・保護者合同の
講話 】
久しぶりに児童と保護者が一
緒に講話を通して「食」につ
いて学びました。

これまでの特定日時に集合しての PTA 作業で
はなく、平日の夕方も含めての密を避けた形
の「分散 PTA 作業」を呼びかけ、多くの保護
者が校内環境美化にご協力いただきました。

【学級文庫】
学年レクの代替として
人気本を中心に「学級
文庫」を始めました。

コロナによる影響で制限された
ＰＴＡ活動ですが、新たな試み
や工夫を凝らした各校の取り組
みを紹介します。

【家庭教育学級】
【幸福（しあわせ）の黄色いハンカチ作り】
新しい行事のため、ハンカチにボタンホールを
保護者と生徒で縫い付けました。

【比嘉さんにありがとうを届けようプロジェクト】

安冨祖小学校（恩納村）

【オーケストラ鑑賞・楽器体験】
「サロンオーケストラジャパン」様を講
師にお呼びし、音楽鑑賞会を２年ぶりに
実施しました。

家庭教育学級「第 1 回 多肉植物
の寄せ植え」を10/31(日)に少人数
で開催しました。

２２年間コザ小正門前の旗持ちをしてくだ
さった比嘉精一さんへありがとうを届ける
ショートムービーを作成しました

【 リモートを活用した
朝の読み聞かせ 】

【念願の PTA
活動再開!】

昨年は実施できなかった保護
者・地域の朝の読み聞かせ活動
をリモートで実施中

成人教育部のベ
ルマーク回収作
業を 1 年ぶりの
11 月 10 日に実
施しました。

【 ギネス世界記録 】
北大東小学校創立100周年記念事業として11月6日にギネス世界記録「世界一
枚数の多い折り紙で作った数字」に挑戦し、世界記録に認定されました。

【安波小学校運動会】
緊急事態宣言により2度延期した「安波
小学校運動会」を、10月16日（土）無
事に実施することができました。

白川小学校（八重瀬町）
【コロナ禍の運動会】
白川小学校は運動会を各家庭から2名
までとし、YouTube Liveでも配信しま
した。

【 朝の立哨ハロウィン大作戦 ‼ 】
【2年ぶりの「運動-スポーツ大会」開催】
恒例の運動会を2年ぶりに、「運動・ス
ポーツ大会」と名称を変え、コロナ対策
を万全に実施しました。

【 初の運動会3部制‼ 】
高嶺小学校は1学期に運動会を3部制(低、
中、高)の入替制で実施しました。

子どもたちに楽しんでもらいたいという思いで、
ハロウィンの日に仮装で立哨を始めました。

【講習会及び
ワークアウト体験】
仲宗根雄三さんによるワークア
ウト体験をＺＯＯＭにて行いま
した。

【読み聞かせを
見守りに】

【有志による作業を
続けてきました】

毎週の職朝の15分、子
ども達の安全のための
見守りを兼ねた“読み聞
かせ“のかわりに、保護
者は”見守り“のみを行い
ました。現在は読み聞
かせ再開しました。

今年度は有志による環境整
備作業7回と、10月24日に
PTA作業を行いました。当
日はPTA総勢150名超の参
加でした。
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6月5日に令和３年度定期社員総会が開催されました。
コロナ禍での開催となり、参加者を限定しZOOMを併用
して執り行われました。議案の年間方針や会計報告およ
び役員が承認され、新体制での活動がスタートしました。

伊禮靖会長（那覇地区）、宮里寿子副会長（校長会）が留任となり、
新たに大城徳子副会長（国頭地区）、池間守副会長（中頭地区）、
玉城博紀副会長（島尻地区）が就任されました。
おめでとうございます。
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前年度に引き続き会長を務めます伊禮靖でございます。
所属単Ｐは首里中学校です。
私自身、小中学校ＰＴＡ活動の集大成となる今年度は、
本連合会の安定した運営の基盤づくり取り組んでまいり
ます。

副会長の大城徳子です♪
東江中学校のＰＴＡ会長をやってます！
来年度の九Ｐ大会が沖縄開催なので、
みんなで力を合わせて頑張りましょう！

池間守 単Ｐは西原中
学校、副会長１年目で
す。皆で楽しく活動し
ましょう！！

副会長の宮里寿子です。
沖縄県小中学校長の代表で、現在、
那覇市立天久小学校です。
県ＰＴＡに関わって３年目。毎回、
ＰＴＡ役員の皆さんの熱い思いに圧
倒されてます。

県Ｐ副会長の玉城博紀です。
東風平小学校に所属しております。
県Ｐは２年目の新参者ですが、
皆さんの力をお借りして
頑張ります。

PTA新聞おきなわ

（７）

令和3年12月27日発行

2021年10月よりPTA会員向けの通信サービスPTAモバイルが
スタートしました。
PTA会員の保護者の負担軽減にと連携協定が締結されました。
24GBプランが2,178円／月（税込み）とお得な上、PTA会員
向けに最大3ケ月間基本料金100円／月となっております。
リモートでの行事も増えている今、PTAモバイルで通信環境
の充実を図られてはいかがでしょうか。

ＰＴＡ
モバイル

PTAモバイル
について

ＰＴＡモバイルについて伊禮靖
会長に聞いてみました。
協定締結の趣旨について教えて下さい。
沖縄県ＰＴＡ連合会として、モバイル事業展開
によって会員の皆様への負担軽減へ繋げること
を趣旨として協定締結に至りました。通信環境
を提供していただく「日本自由化事業協会」が
本連合会と同じく一般社団法人であり、企業利
益の追求だけでは無いこと、今後様々なサービ
スを検討している、ということが協定提携の大
きな理由です。
どういうところに役立てたいですか？

今後、学校や職場、個人においても通信環境の
充実は必須と考えています。特定の利用状況と
いうよりも、まずは保護者の通信費軽減を図り
たいと考えています。
導入にあたっての会⾧として一言
PTAモバイルの様々なプランを検討頂き、通信費
の家計負担を軽減し教育環境の充実を図っていた
だければ幸いです。

編集後記

※本サービスは、SIMカードの契約で端末
は別途準備が必要です。
※1年以内での解約では解約手数料6,600円
がかかります。
※契約手続きは、インターネットで行いま
す。
※ポケットWifiを使用したい方には大容量
100GBで4,980円の世界Wifiもあります。

＜各地区広報委員、通信員＞
国頭地区 ： 仲村三七子（上本部学園PTA）
中頭地区 ： 與那嶺泰弘（室川小学校PTA）
當山健一郎（宮里小学校,中学校PTA）
那覇地区 ： 荒木正隆 （港川中学校PTA）
島尻地区 ： 新垣さとみ（南風原中学校PTA）
宮古地区 ： 砂川葉子
八重山地区： 高良音絵

令和3年度広報委員会を10月から開始し、490号を発行する事が出来ました。見やすく楽しい記事ををコン
セプトに各委員で協力して紙面を作り上げました。
今号ではコロナ禍での各学校の取り組みを特集として取り上げました。次号でも紹介しますので、引き続
き取り組みを紹介したい学校があれば募集します。
今年度は、紙での発行ではなく、インターネット上での発行となります。広報委員会でもお知らせの方法
を検討中ですが、是非、身の周りのPTA会員に情報提供をお願いします。

