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【お問い合わせ】　 図書館　☎ 889-6400

5月受入予定図書
都合により受入が遅れる場合があります。

7月受入予定図書
2018年5月　利用状況
　開館日数：22日
　入館人数：4,706人
　貸出人数：1,906人
　貸出冊数：7,338冊

　平日：10時～19時
　土日：10時～17時

毎週火曜日・第４木曜日
祝日はお休みになります。

開館時間 7月（2018年）
日 月 火 水 木 金 土

×が付いている日は休館日です。
☆が付いている日は読み聞かせの日です。

×
×
×
×
×

×
×

■一般書
・手塚治虫からの伝言シリーズ/手塚治虫
　命・人間の未来・平和への祈り・友情・ロボットと暮らす世界
・義足でダンス/エイミー・バーディー
・大戸屋にっぽんの定食屋さんレシピ/大戸屋ホールディングス
・時は待ってくれない/小田和正
・大根の底ぢから！/林望
・マンガでわかるディズニーそうじの神様が教えてくれたこと/鎌田洋
・面白くて眠れなくなる物理パズル/左巻健男
・ダーリンの東京散歩/小栗左多里
・くり返し読みたい孫子/渡邉義浩
・自分で探せる美しい石図鑑&採集ガイド/円城寺守
・AIvs.教科書が読めない子どもたち/新井紀子
・カットバック/今野敏
・三千円の使いかた/原田ひ香
・ギロチンハウス　課長榊江梨子の逆襲/大石直紀
・デートクレンジング/柚木麻子
・凶犬の眼/柚月裕子
・さざなみのよる/木皿泉
・草薙の剣/橋本治 

■郷土
・沖縄はいつから日本なのか/仲村覚
・はじめての沖縄/岸政彦
・沖縄戦546日を歩く　増補新版/カベルナリア吉田
・瞬撃の哲理　沖縄空手の学び方/横山和正

■絵本・児童書
・怪盗アルセーヌ・ルパン　シリーズ/モーリス・ルブラン
　あらわれた名探偵・王妃の首かざり・あやしい旅行者
　813にかくされたなぞ・少女オルスタンスの冒険
・まじょ子とステキなおひめさまドレス/藤真知子
・名探偵コナンKODOMO時事ワード2018/読売KODOMO新聞編集室
・ドラえもん社会ワールド/藤子プロ監修
　日本の地理とくらし・電気の不思議・情報に強くなろう
・ドラえもんの学習シリーズ
　読書感想文が書ける・すぐわかるこれからの大事な英語
・戦う動物大百科　最強獣王決定戦/アマナ ネイチャー＆サイエンス
・スマイル笑顔と出会った自転車地球一周155ヵ国､155,502km/小口良平
・小説　映画　ちはやふる　結び/時海結以
・友だち幻想　人と人の<つながり>を考える/菅野仁
・ぜったいあけちゃダメッ！/アンディ・リー
・わんぱくだんのおにわのようせいたち/ゆきのゆみこ

開館時間　一時変更のお知らせ

●通　常
平日：10:00～19:00
土日：10:00～17:00
　　　　↓

日　時：7月30日（月）11:00～12:00
場　所：南風原町立図書館絵本コーナー
対　象：町内の小1～小3の児童で親子で参加できる方
定　員：10組
参加費：無料
申　込：図書館カウンターにて7/1～受付開始
　　　　定員に達し次第受付終了します。

平成30年度の
課題･指定図書の制限について

読書通帳イベントのお知らせ

『写真立てを自由にデザインしよう』
夏休み親子工作

●期　　間：7月1日～9月30日まで
●貸出冊数：課題図書・指定図書、各1冊
●貸出期間：1週間
●予約受付：課題図書・指定図書、各1冊

記

●変更後(7/21～8/31の間のみ)
平日：9:30～19:00
土日：9:30～17:00

☆図書館では、夏休み期間、より多くの子どもたちに利用し
　てもらうために開館時間を30分早めます。

図書館にある課題図書･指定図書を、より多くの子どもたち
に利用していただくため、下の期間、貸出数を制限させてい
ただきます。夏休みの時期、感想文･感想画に取り組む小・
中学生のご要望にお応えするために、ご理解とご協力をお
願い致します。

　夏休み期間（7/21～8/31)、40冊たまった読書通帳を図
書館にもってきた人に夏休み限定デザインの読書通帳をプ
レゼント、さらに夏休み限定デザインの通帳にも40冊た
まった人にはステキなプレゼントがあります。お楽しみに！！
(※プレゼントがなくなりしだい終了します。お早めに！！)

☆毎月第3木曜日の赤ちゃんタイム(10:30～12:00)の時間に絵
　本の読み聞かせを行っています。ぜひご参加ください。
☆8月3日・17日（11:00～）にも世界の絵本読み聞かせを予定して
　います。こちらもご参加ください。

☆9月1日からは、通常の開館時間に戻ります。
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　5 月は 8 校合計 135 名の修学旅行生を、民泊
で受け入れました。
　観光協会に登録している民家さま各ご家庭で、
工夫を凝らしたおもてなしを提
供しています。南風原を訪れ
た生徒さん達は、同じ日本に
住んでいても地域の違いから
生じる異文化体験を楽しんで
いました。
　観光協会では民泊を受入れてくださる民家さんを募集中です。
興味のある方はぜひ南風原町観光協会までお問い合わせください。

日 時
内容

集合場所
対象
定員

7月28日（土）　9:00～12:00

南風原文化センター  研修室
町内在住の方
15名（申し込みが必要です）

無料参加費

町内の生ごみを活用し、野菜づくりや豚を飼育している「NPO法人のぞみの里」を見学して、
ごみの循環と減量を学びませんか？

南風原版リサイクルループ事業を学び、町内で集められた
生ごみの活用処理の様子・はえばる豚の豚舎を見学します。
見学後、はえばる豚の試食を行います。

『はえばる豚見学ツアー』　参加者募集！！『はえばる豚見学ツアー』　参加者募集！！

講座は１週間前までに
予約してね！

※はえばるエコセンターは、環境保全の普及・啓発に向け情報発信の拠点となることを目的とした施設です。

南風原町のホームページでもご覧いただけます。　http://www.town.haebaru.lg.jp/docs/2013081900013/

●古着を使ってリメイク講座
着なくなった服・眠っている布を
バッグなどの小物にリメイク
させてみませんか？
7月11日（水）10:00～12:00　　
持ち物：古着または布・裁縫道具

●玉ねぎ染め講座
いつもは捨ててしまう玉ねぎ
の皮を使って染めを体験して
みましょう！
7月25日（水） 10:00～12:00
持ち物：玉ねぎの皮５個・ビニール袋
材料費：ハンカチ代200円
（天然素材の古着をご持参の場合は無料）

はえばるエコセンターだよりはえばるエコセンターだより
お問い合わせ

はえばるエコセンター
☎ 889-4425

/

　皆さまこんにちは。この編集後記を書いて
いる時期は6月の中旬なのですが、やっと待
望の雨が降りましたね。ここまで降らないと
水不足が本当に心配でしたが、恵の雨が降っ
てくれてほっとしました。
　そして4年に1度のワールドカップがついに
始まりました！こういうお祭りごとの時にしか
サッカーを見ないミーハーな私ですが、日本
代表にはぜひ頑張ってほしいですね。この7
月号がお手元に届く頃にはベスト16が出そ
ろっている時期。皆さんも寝不足には気をつ
けて楽しんでくださいね。（Uta）

編 集 後 記

療養費支給申請書の内容点検を実施します
◆柔道整復施術院（整骨院・接骨院）のかかりかた
　整骨院・接骨院での柔道整復師による施術（治療）には、国民健康保険の給付対象となる場
合とならない場合があります。一人ひとりが国民健康保険の使える範囲を正しく理解し、適切
な受診に心掛けていただくことが医療費の適正化につながりますので、皆様のご協力をよろし
くお願いします。
◆国民健康保険が使える場合
　急性または亜急性の外傷性の負傷（骨折、脱臼、捻挫、挫傷）
　ただし、骨折、脱臼については、緊急やむを得ない場合を除き 、予め医師の同意を得るこ
とが必要となっています。
◆国民健康保険が使えない（全額自己負担となる）場合
　日常生活による疲労、肩こりなど
　スポーツや仕事による筋肉疲労など
　症状の改善がみられない長期にわたる施術
　神経痛、リウマチ、関節炎、ヘルニア、五十肩等の疾病による痛みなど
　脳疾患後の後遺症等による慢性病など
◆内容点検の方法
　保険適用の施術を受けた際、施術所から国民健康保険へ保険適用分の請求があります。その
請求書を元に負傷原因、傷病名、施術内容等が保険適用に該当するか、また、請求金額、通院
日数が正しく請求できているか等の確認を行います。
　南風原町の委託事業者ガリバーインターナショナル ( 株 ) より文書またはお電話で受診内容
の確認を行います。
　その回答と、施術所からの請求内容を照らし合わせ、疑義がある場合は、施術所と調整します。
　内容について、町からお尋ねすることがあります。調査のお手紙が届きましたら、ご協力を
お願いいたします。

　町では毎年『わかりやすい予算説明書♪ハイさい よーさん♪』をホーム
ページで公表しています。
 　『ハイさい よーさん』では、予算書を「第五次南風原町総合計画」に
基づいた区分で分類し、どのような事業にお金が使われるのかを写真や
グラフ等も用いながら説明しています。また、予算以外にも町の貯金（基金）
や借金（地方債）の額、町長や職員の給料の状況等も掲載しています。
　町民の皆様の税金がどのように使われているかを、ぜひこの機会にご
確認ください。 

お問い合わせ
一般社団法人
南風原町観光協会
 ☎  098-851-7273
FAX 098-851-7109

～定期総会開催しました～

7月16日(海の日)

キッズパークキッズパーク

日頃できないような
　体験がいっぱい !!

平成 30年度版 わかりやすい予算説明書
                    ♪ハイさい よーさん♪  ホームページで公表中！

あこがれの…
　お仕事体験★

受け入れ民家さん募集中 !!

代表理事　　末吉真也前副代表理事
副代表理事　諸見里元理事
副代表理事　神里操也氏（町経済建設部長）

※平成30年度は冊子での配布は行っておりません。ご了承ください。
お問い合わせ　企画財政課　☎889-0187

詳細は南風原町観光協会のホームページで☟
https://www.haebaru-kankou.jp/

【末吉真也代表理事の挨拶】【末吉真也代表理事の挨拶】

【赤嶺正之町長の挨拶】【赤嶺正之町長の挨拶】
　去る 5 月 11 日に、平成 30 年度一般社団法人南風原町観光
協会第 5回定期総会を開催しました。平成 29 年度の活動報告・
収支決算も無事に承認され、平成 30 年度の活動方針案・予算
案も満場一致で可決されました。定期総会をもちまして、当協会
の照屋盛夫代表理事、金城敬宝副代表理事、大城徳次郎理事、
藤原政勝事務局長が退任されました。新役員は下記の通りです。

　新たに前川義美氏、竹富久氏の理事就任が決まりました。
また、赤嶺正之町長より激励のお言葉をいただきました。
　今年度もさらに発展できるように努めてまいりますので、
今後とも宜しくお願い致します。

南風原町 ハイさいよーさん

年々パワーアップしているキッズパーク！お仕事体験やモノ
作り体験など、楽しいイベントが盛りだくさん♪ぜひお子さ
まと一緒にワクワクドキドキを体験してください！

会場 : 南風原町中央公民館

年々パワーアップしているキッズパーク！お仕事体験やモノ
作り体験など、楽しいイベントが盛りだくさん♪ぜひお子さ
まと一緒にワクワクドキドキを体験してください！


