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39,427人(+111)
19,376人(+51)
20,051人(+60)
15,230戸(+20)

185人
160戸

人口
男性
女性
世帯数
外国人登録人口
外国人世帯数

49人
19人

272人
191人

出生
死亡
転入
転出

4月の人の動き町の人口（4月末現在）

“生前贈与を考える”
子育てを間違えず、まともな子どもに育てておけば

相続争いなど起きるはずがない。  
遺言書を遺すことによって、かえって、

兄弟間の仲は悪くなりませんか。 
生前に遺産分割をする方法を考える！ 

那覇市寄宮2丁目5番45号   電話（098）854-2440
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法　人八幡会計事務所

公安委員会指定

学校応援隊はえばる ～できる人が・できることを・できるときに～（南風原町地域学校恊働活動推進事業）

生活科「めざせ！やさい作り名人」

文化センターバックヤードで戦争遺品の
説明を受ける６校の担当教師

【翔南小】【南風原小】 ２年 【 ４小学校 】

「クラブ活動スタート！！ 」
南風原町平和学習担当者連絡会

～６月平和学習旬間を前に情報収集～

琉球舞踊クラブ
仲村渠苗子さん（津嘉山小学校）南風原小学校の授業の様子

お問い合わせ　図書館 ☎889-6400

・まんがで読む万葉集・古今和歌集・新古今和歌集/吉野朋美
・しつもん！ドラえもん　教えて！宇宙・科学編/朝日新聞社
・びっくり！？日本史の大事件　5分間のタイムワープ/チーム・ガリレオ
・びっくり！変な名前の生き物/学研プラス    
・さがせ！かくれる生き物/学研プラス    
・動物の飼い方がわかるまんが図鑑シリーズ    
　犬がおうちにやってきた！、ねこがおうちにやってきた！
　ハムスターがおうちにやってきた！、うさぎがおうちにやってきた！    
・はたらきママとほいくえんちゃん/のぶみ    
・ほげちゃんとこいぬのペロ/やぎたみこ    
・クルマのメカニズム大全/青山元男    
・おもしろサイエンス　天然染料の科学/青木正明    
・トコトンやさしい磁力の本/山崎耕造    
・FACTFULNESS（ファクトフルネス）/
　ハンス・ロスリング    
他にも新着図書あります。詳しくは図書館まで 

6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。

2019年４月　利用状況
　開館日数：
　入館人数：
　貸出人数：
　貸出冊数：

開館時間
平日：10時～19時
土日：10時～17時

○で囲んで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。

6 月（2019年）

進学、就職、恋愛、友情、結婚・・・。あらゆる選択を決
断してきたのは本当に「私自身」なのだろうか？忽
然と姿を消した婚約者の居場所を探すため、西澤架
は、彼女の過去と向き合うことになるが・・・。

日 月 火 水 木 金 土

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

『傲慢と善良』

24日
4,008 人
1,966 人
8,555 冊

赤ちゃんタイムに絵本の読み聞かせやってます

☆毎月第 3 木曜日の赤ちゃんタイム（10:30～12:00）に絵
本の読み聞かせをしています。また、第 2 土曜日の 13：30
～13：50 にも英語での絵本の読み聞かせを行っています。
ぜひご参加ください。

毎週火曜日・第４木曜日
祝日はお休みになります。

ピックアップ図書

あなたも地域の応援団になりませんか

【お問い合わせ】生涯学習文化課（中央公民館内）☎８８９-０５６８

なかんだかり　なえこ

  

◎７ヶ月児相談
６月12日（水）　
受付/前半13時～、後半14時15分～
※相談会の状況により受付時間が前後
　する場合があります。

◎マタニティー教室
６月26日（水）　10時45分～11時
※予約制になっていますので、お電話
　にてお申し込みください。

予約・問い合わせ
はえばるエコセンター
☎098-889-4425  南風原町字兼城686

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/2017060100081/

はえばるエコセンターに電話・または来館し事前にお申込みください

はえばるエコセンターで開催される講座です。
参加の際は事前予約をお願いします。

森の家みんみんのガイドと、夜の末吉公園を散策します。
運が良ければ蛍が見られる毎年好評の講座です。

古本・DVD交換会を開催します。まだまだ使える本やDVD等の交換
会をし、残った本は公益財団法人日本環境協会に古本募金します。

●動きやすい格好(長袖長ズボンスニーカー・小雨の際は合羽持参)で、
　飲み物を持参してください。

はえばるエコセンターだより 今月の講座

はえばるこども
 エコクラブ 詳しくは

はえばるエコセンターまで

夜の観察会 古本募金・交換会夜の観察会 古本募金・交換会夜の観察会
日時 令和元年６月８日（土）１８時集合 対象 南風原町民
集合場所 はえばるエコセンター

日時 令和元年６月22日（土）10：00～12：00
場所 はえばるエコセンター参加費 無料

場所 はえばるエコセンター参加費 無料

※小雨決行

古本募金・交換会古本

リユース♪

●DVD　●CD
●スマホ　●ゲーム

●ISBNコード(国際基準図書番号)がある本　
　例：ISBN978-4-1234-5678-9

交換は自由ですが、古本募金は受付できる条件があります。

紙すき講座 牛乳パックやコピー用紙を再生！
お洒落な暑中見舞いを作ってみましょう。メンバー募集中！

6月12日(水)
10：00～12：00

  

場所/ちむぐくる館 (字宮平697番地10）

健康診査 教　室
◎乳児一般健診
日時/6月23日（日）
受付/8時40分～
　　 　　10時30分

◎1歳6ヶ月児健診
日時/6月13日（木）
受付/13時～
　　　　14時30分

◎2歳児健診
日時/6月20日（木）
受付/13時～
　　　　14時30分

◎3歳児健診
日時/6月6日（木）
　　　 27日（木）
受付/13時～14時30分

お問い合わせ　ちむぐくる館　☎ 889-7381

お問い合わせ　女性連合会　金城　☎ 090-9780-1543

健康・育児だより

〈健診〉
　・乳児一般健診：６月２３日（日）　受付 / 午前８時４０分～１０時３０分
　・１歳６ヶ月児健診：６月１３日（木）　受付 / 午後１時～２時３０分
　・２ 歳 児 健 診：６月２０日（木）　受付 / 午後１時～２時３０分
　・３ 歳 児 健 診：６月６日（木）、２７日（木）　受付 / 午後１時～２時３０分
〈教室・相談会〉
　・マタニティー教室：６月２６日（水）　午前１１時～
　　※予約制になっていますので、お電話にてお申し込みください。
　・７ヶ月児相談：６月１２日（水）　受付 / 前半午後１時～、後半午後２時～
　　※相談会の状況により受付時間が前後する場合があります。
場所 / ちむぐくる館（南風原町字宮平６９７番地１０）

著：辻村 深月 

※各対象者への通
知は 1 回のみです。 
※健診については、
以前通知を受け、受
診されていない方
は左記の該当する
健診の日に受診す
ることができます。 
詳しくはお問い合
わせください。

・・・・
・・

令和元年度 町女性連合会総会、盛会に終わる！
　５月９日（木）に町女性連合会の令和元年度定期総会が開催されました。 現在町
女性会は、喜屋武女性会、津嘉山女性会と、本部、宮平、宮城、与那覇、山川、神里、第
一団地、第二団地の賛助会員をあわせて１３０余人の会員で構成されています。
　本年度の総会には、会員のみなさんと町長をはじめ南部地区女性会長、八重瀬
町女性会、糸満市女性会のみなさんも激励に駆けつけて下さり総会をさらに盛り
上げて下さいました。 心より感謝申し上げます。
　今年度も会員皆さんの協力の下、明るく、楽しく、女性会ならではの活動を目指
します。 まだ、女性会に加入していない皆さん、私達と一緒に活動してみませんか。

各対象者には個別で通知しています。


