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南風原町観光協会
 ☎  098-851-7273
FAX 098-851-7109
はえばる観光案内所
 ☎  098-882-6776
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開催します

　１１月５日（土）の「はえばるふるさと博覧
会」にて『ふるはく２０１６南風原寄席』を開
催し、250名余の方にご来場いただきました。
　落語に馴染みのない方にも楽しんでいただ
けるようにと、町にゆかりのある落語家・立川
笑二さん、三遊亭究斗さんをお招きし、短い時
間ではありましたが、会場は大いに盛り上がり
ました。
　また、初めてはえばる落語友の会の限定イ
ベントも開催され、落語の裏話などを通して、
落語をより身
近に感じてい
ただけたと思
います。ご参
加・ご協力い
ただた皆様、
誠にありがとうございました。

　7月7日（木）から募集しておりました
『金城哲夫のふるさと　沖縄・南風原町脚本
賞』、10月31日（月）をもって募集期間が
終了致しました。
　ご応募頂いた皆様、ご支援頂いた皆様、あ
りがとうございました。
　選考結果は、広報や町観光協会ホームペー
ジ等で発表致します。
http://www.haebaru-kankou.jp/

「ふる博2016南風原寄席」

「金城哲夫脚本賞」募集終了

　結成４期目の町のヘチマ大使「ビュウリー
ズ」は、今年度、創設以来初めて６名が卒業す
ることになりました。定員の半数以上が入れ替
わるこの機会に例年とオーディションの日程を
変更し、年内１２月１０日（土）に行います。
　また、新たに３ヶ月間の研修生制度を設けま
す。新しく５期目のメンバーとなる研修生は、
実際のステージに立てる日まで、ダンスの練習
をはじめとして、ステージマナーやボイスレッ
スンなど様々なことを学びます。
　伝統を受け継ぎ、さらに新しい
歴史を作ってゆくビュウリーズに
ご期待ください。

『平成２９年度
第５期ビュウリーズオーディション』

　観光協会では積極的に研修生の受け入れを
実施しております。
　11月1日より約１ヵ月間、職業訓練の一環と
して3名の研修生の受け入れを行いました。
　ワークプラザ南風からも9月末から約半年
間、週１回観光案内所にて職業訓練を行ってい
ます。
　それぞれ観光協会の行なう様々な仕事を体
験していただきました。今後の社会活動や就職
活動に生かしていただきたいと思います。

研修生の受け入れを実施しています

　200年前の琉球王国の時代、空を飛ぶこと
に挑戦しつづけ、ついにはそれをかなえたと
いわれる人物「飛び安里」。ライト兄弟の動
力飛行成功に、100年さきがけたその飛行実
験は、津嘉山の地でおこなわれたと伝承され
ています。新年の目標や夢を凧にのせて、飛
び安里」が舞ったであろう南風原町の大空に
高々と上げる―伝説にちなんだ「新春飛び安
里凧上げ大会」を、平成29年の新春も開催し
ます！
　老若男女どなたでも大歓迎！
　空へのあくなき挑戦を続けた「飛び安里」
のロマンと新年の希望を凧にのせ、南風原の空に舞う新春の風物詩凧
揚げ大会に、ぜひご参加ください。

日　　時： 12月18日（日）
　　　　　9時45分集合　10時出発
所要時間： 約120分
参 加 費：1,000円(保険料込み)
集合場所：宮城公民館
予約・問合せ先：はえばる観光案内所

凧上げ開催のお知らせ♪

宮城
まちまーい
開催します

日　時：平成29年1月8日（日）　12時30分頃　開始
　　　（新春マラソン大会終了後受付開始）
場　所：南風原町立黄金森公園陸上競技場
内　容：凧上げコンテスト、餅つき大会、凧作り教室・木で作る
　　　　おもちゃ教室、飲食販売ブースも予定しております。
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公安委員会指定

沖縄県知事免許（5）2898 号

大盛不動産
電話（098）889-6677　FAX （098）889-6688

携帯 090-1942-8450
沖縄県南風原町字津嘉山1498番地

宅地・建物・取引
店舗・アパート・斡旋管理
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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

【お問い合わせ】　町立図書館　☎８８９－６４００

・クックパッドのおいしい厳選！鍋レシピ
・お寺のしあわせごはん/青江覚峰
・僕が本当に好きな和食/笠原将弘
・菜食菓子店/ミトラカルナ
・イギリス流小さな家で贅沢に暮らす/井形慶子
・男親が賢く元気な子を育てる/能登春男
・ゴッホへの招待/朝日新聞社
・発達障害の僕が輝ける場所をみつけられた理由/栗原類
・小児科医は自分の子どもに薬は飲ませない/鳥海佳代子
・黒い紙/堂場舜一
・利き蜜師物語銀蜂の目覚め/小林栗奈
・蜜蜂と遠雷/恩田隆
・手のひらの京/綿矢りさ
・90歳。何がめでたい/佐藤愛子

・漂流/角幡唯介
・芭蕉布物語/柳宗悦
・沖縄闘牛とあまくま3/新垣フミ
・モーモーぐわーぬえんそうくわい/あかみねすすむ
・菓子ひとすじ/比屋根毅
・オキナワ爆笑伝説/沖縄テレビ「ひーぷー☆ホップ伝説」
・ツタよ、ツタ/大島真寿美
・琉球人の肖像/垂見健吾

★児童書
・くうちゃんのホットケーキ/わたなべゆうこ
・でてくるでてくる/岩田明子
・ざんねんないきもの事典/今泉忠明
・お願い！フェアリー17/みずのまい
・君の名は。/新海誠
・感染症キャラクター図鑑/岡田晴恵
・漢方薬キャラクター図鑑/新見正則
・ぞくぞく村のにじ色ドラゴン/末吉暁子

★郷土★一般書・YA

都合により受入が遅れる場合があります。

2016年10月　利用状況
　開館日数：25日
　入館人数：5,072人
　貸出人数：7,017人
　貸出冊数：1,858冊

○で囲んでいる日は
休館日です。

12月（2016年）
日 月 火 水 木 金 土
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90歳。何がめでたい/佐藤愛子

　8歳で発達障害と診断された彼は、なぜ自分の才
能を生かす居場所をみつけて輝けるようになったの
か。モデル・タレント・役者として歩んできたこれまで
の道のりが書かれています。母、主治医、又吉直樹の
インタビューも収録された一冊です。

発達障害の僕が輝ける場所をみつけられた理由
栗原類　著　ＫＡＤＯＫＡＷＡ

90歳

今月の
ピックアップ
図書

開館時間 平日：朝10時～夜7時　土日：朝10時～夕方5時
毎週火曜日・第４木曜日はお休みになります。

●雑誌についてきた付録を
　プレゼント！
　図書館にて、去年～今年にかけ
て購入した雑誌の付録を配布い
たします。
　１２月19日（月）１０時開館と同
時に配布させていただきます！
気になる方はぜひ図書館までお
越しください。
※事前の取り置きは受け付けておりません。
※お一人様、お一つまでです。

【お問い合わせ】　文化センター　☎889-7399 【お問い合わせ】　新川コミュニティセンター　☎889-0383

　1０月 21 日（金）新川コミュニティセンターにて「新川
区民食堂～ゆうばんくわっちー会～」が開催されました。
記念すべき第 1 回のメニューはお母さん特製ハンバーグ、
冬瓜汁とサラダ、デザート。仕事帰りの方や親子で参加し
た子どもたち、部活を終えた中学生、親子三世代で参加し
た家族、社会福祉協議会と民生委員も一緒にひとときを過
ごしました。食事会は毎月第３金曜日、先着５０人で申込
が必要ですが１８～２０時まで100円で食事が楽しめます。

　10 月 12 日の「南風
原町民平和の日」にちな
み、同月16日に戦跡な
どを歩くピースウォーキ
ングが開催され、町内外
から 50人余が参加しま
した。参加者は、南風原
平和ガイドの会の案内で
町内約３㎞の道のりを歩
きながら戦争について学
び、平和の尊さを再確認
しました。

子どもたちも真剣！

ピースウォーキングの様子 食事の様子特製ハンバーグ☆


