
都合により受入が遅れる場合があります。

・親子で楽しむ手形アート/やまざきさちえ

・スタイルのある暮らしと家

・日本人の知らないHONDA

・公害から福島を考える　地域の再生をめざして

　/除本理史

・ファストファッションはなぜ安い？/伊藤和子

・毎朝、服に迷わない/山本あきこ

・ママに見えない！と言われるキレイ習慣/岡部あゆみ

・日本でいちばん温かい会社/大山泰弘

・５０代からのお金のトリセツ/大谷清文

・平野のレミの新・１４０字レシピ/平野レミ

・冷蔵庫から始める残さない暮らし/中野佐和子

・３０代からの妊活食/岡田明子

・子育てが楽になる心理学/山口まみ

・ステップアップ離乳食/小池澄子

・ハリー・ポッター魔法族大図鑑

　/ジョデイー・レベンソン

・欽ちゃんの、ボクはボケない大学生。73歳からの挑戦

　/萩本欽一

・モノ・メンテナンス男の趣味は手入れが決め手！

・おいしい自家製おつけもの/フルタニマサエ

・いなくなった私へ/辻堂ゆめ

・娘と嫁と孫とわたし/藤堂志津子

・しかえししないよ/日野原重明

・父よ、ロング・グッドバイ男の介護日誌/盛田隆二

・イヤシノウタ/よしもとばなな

・暗幕のゲルニカ/原田マハ

・ツバキ文具店/小川糸

・天下一の軽口男/木下昌輝

・大きな鳥にさらわれないよう/川上弘美

・あそぼん2017年度版
・沖縄ちゅら海ドライブ’17
・全南島論/吉本隆明
・君よ観るや南の島　沖縄映画論/川村湊
・普天間・辺野古歪められた二〇年/宮城大蔵
・だれが沖縄を殺すのか/エルドリッヂ・ロバートＤ
・羽田美智子が見つけた沖縄すてき、ひとめぐり
　/羽田美智子
・ねむりむし　じらあ　沖縄の昔話/川平朝申
・おおづなひきで　ちむどんどん/松田幸子　うえずめぐみ
・遥かなるグルクン/中村征夫
・琉球王朝の料理と食文化/安次富順子

・ズートピア
・だーれのは？かがみのしかけではをチェック！/新井洋行
・もとこども/富安陽子
・菜の子ちゃんとカッパ石/富安陽子
・子どもの手芸バッグと雑貨/寺西恵理子
・目でみることばのずかん/おかべたかし
・おならしりとり/tupera tupera
・はっくしょん/とみかわはな
・5分後に意外な結末１～５/学研プラス
・このあとどうしちゃおう/ヨシタケ　シンノスケ
・小説千本桜４/黒うさP
・池上彰のみんなで考えよう18歳からの選挙1～4/池上彰

2016年5月　利用状況
　開館日数：22日
　入館人数：3,291人
　貸出人数：1,673人
　貸出冊数：6,137冊

○で囲んでいる日は
休館日です。
図書館  ☎889-6400

7月（2016年）
日 月 火 水 木 金 土

3
10
17
24
31

4
11
⑱
25

6
13
20
27

7
14
21
㉘

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

⑤
⑫
⑲
㉖

期間：7月1日から、8月3１日までの2ヶ月

開館時間
一時 変更のお知らせ

●7月～8月
平日：朝9時半～夜7時
土日：朝9時半～夕方5時

●通　常
平日：朝10時～夜7時
土日：朝10時～夕方5時

課題図書・指定図書の
貸出制限について
課題・指定図書の貸出を
下記の期間制限致します。

期間：７月１日から、
９月30日までの
３ヶ月間

●貸出冊数：各１冊
●貸出期間：各１週間
●予約受付：各１冊

夏休みの間、図書館の
一角で子ども工作教室
が開かれます。
詳細が決まり次第、
図書館カウンターにて
案内させて頂きます。
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　特定健診受診協力員とは、生活習慣病の発症や重症化を予防するために国民健康保険加入者に特定健診
の受診勧奨を行う、各行政区ごとに配置された方々です！！

平成28年度
国民健康保険特定健診受診協力員
（町から委嘱された22名の特定健診受診協力員です。）

平成28年度
国民健康保険特定健診受診協力員
（町から委嘱された22名の特定健診受診協力員です。）

与那覇

砂川　美知子

宮　城 大　名 新　川 東新川

宮　平 兼　　城 本　部 喜屋武

照　屋 津　　嘉　　山 山　川

神　里 兼本ハイツ 第一団地 第二団地 北丘ハイツ

宮平ハイツ 慶　原

　特定健診受診協力員とは、生活習慣病の発症や重症化を予防するために国民健康保険加入者に特定健診
の受診勧奨を行う、各行政区ごとに配置された方々です！！

地域の協力員が、訪問・電話での受診勧奨を行います。
ご協力よろしくお願いします。

すながわ み　ち　こ

末吉　栄子
すえよし えい  こ

比 嘉　博
ひ が ひろし

津波古　一美
ひと みつ　は　こ

大 城　隆
おお しろ たかし

かみ ざと まもる

荻 堂　勉
おぎ どう つとむ

嘉数　秀子
か かず ひで　こ

新城　利昌
しんじょう り しょう

宮城　真二
みや ぎ しん じ

野原　義雄
の はら よし お

島袋　恵美子
しまぶくろ え　み　こ

金城　照子
きんじょう てる こ

う ざ しず えうえ はら きょう こ

め かる よう いちしまぶくろ まさよし

神里　則子
かみざと のり こ

しん がき けい こ かわばた まさ こ

比嘉　理伊子
ひ が り　い　こ

神 里　守

上原　京子 宇座　静江 新垣　恵子 川畑　正子

40～74歳までの国保加入者の皆様へ

✦✧✦✧ お問い合せ　国保年金課  ☎８８９-１７９８ ✦✧✦✧

與那嶺　勇
よ な みね いさむ

島袋　正良 銘苅　洋一
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無料法律相談

〒901-1111　南風原町字兼城683番地 12仲里ビル3-A
南風原町役場となり　☎098-889-8831

業務時間
平日：9:00～18:00
休日：土、日、祝日
※事前にご予約いただければ、
平日 18:00 以降のご相談も
受け付けております。司法書士　佐久川　聡

●土地・建物の売買・贈与・相続に
よる名義変更
●抵当権の設定や抹消

不動産
の登記

●会社の設立、解散、役員変更な
どの登記手続き
●定款変更

会社
の登記

●140万円以下の裁判代理業務、
示談交渉、内容証明郵便の作成
●訴状、成年後見申立書などの作成

裁判事務
手続き

●任意整理、個人再生、自己破産
などの手続き
●過払い金の回収

債務
整理

●遺言、生前贈与、遺産分割協議
などの相続対策
●相続の放棄

相続
手続き

さ　く　がわ 　さとし


