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津嘉山珠算塾 全国珠算教育連盟によりそろばんイラストコンテストが実施されました。

TEL:889-8522(津) 当塾のみなさんも、イラストコンテストに参加してくれました。

TEL:888-3317(照) 素敵な絵で、そろばんの魅力を伝えてくれて、見ているだけで
https://tsukazan88soroban.com とても楽しい気持ちになりました。

連盟が実施しているコンテストに並行して
前回に引き続き、教室で使用している独自教材
表紙の募集とし、僭越ながら選考いたしました。
応募いただいた、作品のなかから、選ばれた
方には図書カードをプレゼントします。
また参加された方にも、先生より心ばかりの
プレゼントをします。
ご応募ありがとうございました。

 城間 いち花 5年  権藤 ゆあ 年長 13級 5級
 新里 ひより 5年 8級  長田 龍生 4年  山田 笑彩乃 6年

 金城 璃南 6年  宮城 湊斗 4年  知念 春兎 4年  赤嶺 政斗 4年 九段  翁長 美月 3年 伊敷 柚南 3年
 田場 美鈴 5年  大城 妃咲 4年  羽地 柊人 1年  金城 飛生 3年  新垣 望愛 中1  高橋 瑞 2年 伊敷 千萌 1年

準六段  大城 優苺 5年  濱川 花姫 4年 9級  金城 圭佑 2年 八段 6級 知念 大生 1年
 清水 あかり 中1  宮城 ひまり 4年  安谷屋 陽士 3年  林 和花 4年  神里 笑好 2年  永吉 沙衣 4年  野原 麻莉 4年 新垣 莉希 3年
五段 佐々木 二來奈 4年  金城 りりか 3年  赤嶺 ゆな 4年  上原 さな 1年 六段  神里 優吾 4年 新垣 咲良 年長
 金城 由依 6年  三宅 愛里 4年  島元 孫敬 3年  知花 拓磨 3年  慶田元 蒼哉 1年  金城 虎大郎 5年  呉屋 暁一 3年 呉屋 ひより 1年
準四段  城間 誉孝 3年  金城 辰和 3年  手登根 かんな 2年 14級 準六段  島袋 凛 3年
 池宮城 咲良 6年 3級  具志堅 暖 3年 10級  山田 愛心 4年  泉水 彩 6年  儀保 光一 3年
参段  濱川 太陽 5年  高安 乃愛 3年  大城 咲絢 3年  金城 飛生 3年 四段  三宅 優里 2年
 泉水 彩 6年  伊佐 茉央 5年 6級  赤嶺 柊矢 3年  平良 真之助 2年  金城 一央 3年
準弐段  石原 陽 5年  眞喜志 果凛 4年  金城 椋丞 1年  宮城 佳奈 2年  城間 誉孝 3年
 金城 凛奈 5年  比嘉 音和 5年  大城 優真 4年 11級  神里 笑好 2年 参段 6月行事予定
準初段  平良 東子 5年  前田 征辰 4年  杉村 昴 4年  石川 結亜奈 2年  仲間 優 6年  4日(金) 暗算1～3級検定申込締切
 前城 日埜 中1  波照間 未来 3年  新垣 玲緒奈 3年  金城 龍樹 3年  大城 遥喜 2年 準参段  5日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
 三宅 里奈 6年 4級  金城 裕之介 3年  宮里 誠護 3年  大城 妃穂 1年  吉川 ななみ 4年 12日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
1級  翁長 彪 5年  山城 優佳 3年  半嶺 友聖 3年  照屋 日葵 1年 1級 16日(水) 検定申込締切
 金城 光 中1  神里 真絢音 4年  慶田元 心花 3年  神里 芽来 2年  富川 稜盛 1年  金城 采央 4年 17日(木) 検定試験日(てるや)
 嘉数 菫 6年  東 新太 3年  大城 唯名歩 3年  寄川 響仁 1年  宮城 陸叶 1年 4級 18日(金) 検定試験日(つかざん)
 高江洲 里桜 5年  佐久川 兼輔 3年  三宅 優里 2年  瑞慶覧 陽菜 1年  城間 晴愛 年長  宮城 湊斗 4年 19日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
 山内 星乃 5年  平良 康臣 3年  吉川 みつき 2年 12級 15級  具志堅 暖 3年 23日(水) 慰霊の日(通常授業休み)
2級  金城 耀 3年 7級  赤嶺 政斗 4年  大城 妃穂 1年  平安座 唯衣 2年 23日(水) 大会練習 9時～12時、1時～3時
 眞喜志 綾香 6年 5級  平良 ののか 3年  仲島 すずな 年長  神里 音光 1年  金城 秀尭 1年 26日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
 金城 美海 6年  山田 笑彩乃 6年  玉城 心晴 1年
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「そろばんgo」はホームページで確認できます。


