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毎年恒例のくじ引き宿題の時期がやってきました。 今年は、一同に集合する開催するお楽しみ会は
料金は無料ですので、希望する方は申込書を記入 中止します。子ども達に学年を超えて交流し、皆で
して提出してください。 楽しもう！来年も皆でそろばんがんばろう！と思っ
申込受付期間：12月9日(水)～21日(月)まで てもらいたいと考えて開催し、おたのしみ会に
詳細は、後日申込書にてお知らせします。 参加した児童生徒には、先生からお菓子をプレ

東 にこ 4年 平安座 唯衣 1年 11級 準六段 ゼントしていました。会は中止ですが12月23日(水)
平良 東子 4年 8級 知念 春兎 3年  吉川 誠一郎 5年 24日(木)にちょっとしたプレゼントをしますので、

 照屋 貴子 4年 神谷 颯人 4年 野原 麻莉 3年 宮城 勇志 2年 弐段 その日はお休みせず来て受取してくださいね。
 吉川 みなみ 3年 金城 煌 3年 前城 一仁 3年 濱川 蒼志 2年   金城 鳳柳 中3

五段  國仲 凜 3年 神里 真絢音 3年 神里 優吾 3年 牧志 紗和 2年 準初段 ↓暗算合格者続き
  波照間 颯 中2 3級 新里 皇太 3年 古波津 佑晟 3年 手登根 かんな 1年  三宅 里奈 5年 6級
準四段  大城 明日斗 中1 東 新太 2年 島袋 凛 2年 宮城 ひかり 1年 2級 平安座 唯衣 1年 新垣 巴梛　1年
  金城 由依 5年  眞喜志 綾香 5年 佐久川 兼輔 2年 平良 ののか 2年 平良 辰太 1年 城間 誉孝 2年 8級 松田 瑛士　年長
参段  山内 星乃 4年 6級 山城 優佳 2年 12級 3級 金城 秀尭 年長 友寄 景翔　年中
 大城 昊己 中1  大城 優苺 4年 比嘉 音和 4年 大城 唯名歩 2年 知花 拓磨 2年 伊佐 茉央 4年
 垣花 景 5年  金城 采央 3年 屋比久 梨愛 3年 金城 秀尭 年長 仲島 凛 1年 4級
準参段 4級 濱川 花姫 3年 9級 嘉手刈 慎 1年 仲間 彩音 4年 12月行事予定
  天久 楠々 4年 金城 聖來 5年 平良 康臣 2年 松本 依子 3年 大城 繁幸 1年 神里 真絢音 3年  5日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
弐段 古波津 陽愛 5年 金城 辰和 2年 中村 新一 2年 13級 5級  6日(日)令和二年度南部地区小中学生珠算競技大会

  金城 雄星 4年 手登根 あかり 4年 照屋 華玲 2年 塩田 乃彩 2年 平良 裕希 2年 松田 和幸 4年 12日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
準弐段 知念 実愛 4年 高安 乃愛 2年 翁長 優有 2年 金城 椋香 2年 6級 16日(水) 検定申込しめきり
  金城 鳳柳 中3 照屋 翔也 4年 7級 大城 えり 2年 金城 玲 1年 照屋 諒 4年 17日(木) 検定試験日(てるや)
  仲村渠菜々美中2 金城 俐希 4年 山田 笑彩乃 5年 儀保 光一 2年 14級 宮城 湊斗 3年 18日(金) 検定試験日(つかざん)
準初段 仲間 彩音 4年 赤嶺 とな 4年 玉城 心晴 0年 奥間 鈴斗 1年 大城 妃咲 3年 19日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
  國仲 亜諏海 4年 佐々木 二來奈 3年 中村 唯華 4年 10級 金城 椋丞 年長 安谷屋 陽士 2年 26日(土) 土曜練習 9時～10時半 
  永吉 沙衣 3年 三宅 愛里 3年 上原 さよ 3年 大城 玲愛菜 2年 権藤 ゆあ 年中 森 建人 2年 　　　　　　10時半より地区大会表彰式
2級 城間 誉孝 2年 翁長 良武 3年 仲盛 あんな 2年 金城 りりか 2年 　　　　　　12時頃より地区大会の打ち上げ
 儀保 百花 中1 城間 陽路 2年 平田 藍理 2年 吉川 みつき 1年 宮里 凛 2年 12月29日～1月3日(正月休み)
 具志堅 慈 4年 5級 石原 さら 2年 神里 麻衣 1年 八段 翁長 美月 2年 1月4日 通常授業開始
 屋宜 七奏 4年 神里 このは 4年 高橋 瑞 1年  下里 彩歌 5年 具志堅 暖 2年

「そろばんgo」はホームページで確認できます。
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※後日のプレゼントはありません。ご了承ください。
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