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“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
税理士　八幡　繁信　　税理士　浦本　智香子

（旧姓八幡）

税理士
法　人八幡会計事務所

 

 

 
 

 

□12 日（土）14 時～15 時 

親子入学準備セミナー［対象：年中・年長さんと保護者様］ 

  テーマ：いま なんじ？ ～とけいの みかた～ 

  参加費：無料 

 

□12 日（土）10 時～11 時／16 時～17 時 

 0.1.2歳プティパ［対象：0～2歳のお子さまと保護者様］ 

  テーマ：ハロウィン 

  参加費：540円（絵本・ワーク・教育情報誌付） 

教
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【電話受付：毎日 9時～20時】 

参加申込受付中！ 

お電話にて 

お申込ください。 

 

【お問い合わせ】 文化センター ☎889-7399

【お問い合わせ】　学校教育課　☎８８９－６１８１

入場無料

予約・お問い合わせ
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/

沖縄環境経済研究所、糸数氏の解説
のもと、海の生き物の観察を行います。

はえばるエコセンターだより
海の観察会海の観察会

日時 10月12日(土) 9:30～12:00
集合場所 はえばるエコセンター

集合場所 はえばるエコセンター
持ち物 水筒、タオル、帽子

スニーカーを履き、動きやすい
服装でご参加ください。

対象 南風原町民、小3以下は
保護者同伴。

参加費 500円(保険料込み)

対象 南風原町民
参加費 500円(材料費)

参加費 100円(材料費)

日時 10月23日(水)
14:00～16:00

身近なもので生活用品を作ってみよう。
Jiibpan親川ちえの氏を講師に招き、
かごづくりをします。

クバの葉かご作りクバの葉かご作り

日時 10月18日(金)10:00～12:00
場所 はえばるエコセンター

持ち物　　　 はさみ(布用・紙用)、お菓子の袋
(ファスナーをつける部分をハサミ
できれいに開けてください)
※ない人はご相談ください。　

お菓子の袋を再利用♪軽くてかわいい
便利なポーチを作ります。

お菓子袋ポーチ作りお菓子袋ポーチ作り

【お問い合わせ】　図書館 ☎889-6400

・食べられる虫ハンドブック／監修：内山昭一    
・ナチュラルおそうじ大全／本橋ひろえ    
・まあまあふうふう。／八千草薫    
・今日も嫌がらせ弁当／ttkk(kaori)    
・天気の子／新海誠    
・クレヨンしんちゃんの友だちづきあいに大切なこと／臼井儀人    
・しつもん！ドラえもん　教えて！生物編／監修：朝日新聞社    
・整理整とんインテリアＢＯＯＫ／監修：宇高有香    
・防犯・防災イラストＢＯＯＫ／監修：ＡＬＳＯＫ    
・てんげんつう（しゃばけシリーズ第18弾）／畠中恵    
・ムスメからおとうさんへ。いろんなキモチぐるぐる／なかがわみどり    
・おなかがすいたハラペコだ。
　②おかわりもういっぱい／椎名誠    
・鳥のはなし　人と鳥の心温まる物語／松本壯志    
☆他にも新着図書あります。詳しくは図書館まで 

10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８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。

10 月（2019年）

活躍するプロゲーマーとは？どんな仕事がある
の？ビジネスはどうなっていく？オリンピックに競
技として採用される？話題沸騰のeスポーツの世
界を、業界の第一人者がわかりやすく解説。はじ
めての人も、乗り遅れている人も、この1冊ですべ
てわかる！

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 31

『ｅスポーツの全てがわかる本』

25日
6 ,943  人
2 ,779  人

10 ,297  冊

毎週火曜日・第４木曜日・祝日はお休みになります。

著：黒川文雄
　元スーパースターの著者が、結婚を機に引退し
た後、真摯に続けてきたキルト創作。その30数年
の時間を束ねたような作品集。時間を丁寧に紡ぎ
ながら、日記のように綴ったキルトの数々。人を思
う愛に満ちあふれたそれらの作品が、今、美しい
花束のような１冊に。

『時間の花束 幸せな出逢いに包まれて』
著：三浦　百恵

☆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。

1 2

～よしもとお笑いライブ＆エイサーのうたげ～

ピックアップ図書

主催：南風原町立児童館
出演：南風原町津嘉山青年会、糸満市西崎青年会、創作演舞団

SUZAKU、よしもと沖縄　芸人3組

〈配布場所〉町役場こども課、町立中央公民館、町立4児童館

北丘児童館☎889-3883･兼城児童館☎889-6114
本部児童館☎889-5008･津嘉山児童館☎888-2925
町役場こども課☎889-7028

各自治公民館訪問実施！
　町社会教育委員会議では町の社会教育に関する諸計画
の立案や、社会教育団体や社会教育指導者への助言や活
動の奨励、校長や教育委員との意見交換等を毎年行ってい
ます。
　７月１７日には各自治公民館訪問を行い、今年度は宮平・
照屋・津嘉山・神里・第一団地を訪問しました。
社会教育委員からは、どの
地域も子ども達を地域で
育てようという雰囲気がよ
く伝わってきて素晴らしい
と感想がありました。

【お問い合わせ】　生涯学習文化課（中央公民館内） ☎889-0568

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）

サマースクール

照屋静江さん（北丘小）

【津嘉山小・北丘小・南風原小】１～６年

當間和さん（南風原小）具志百合子さん（津嘉山小）

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

とうま のどかぐし　　 ゆりこ てるや　しずえ

　夏休みに入り、小学校３校では
国語や算数の補習教室が行われ
ました。
　地域の学習ボランティアさん
や中・高の学生ボランティアさん
が、やさしく丁寧に教えて下さる
ので、初めは不安そうな顔だった
子ども達も帰る頃には笑顔、ボラ
ンティアさんも笑顔でした。

※講座は全て事前申込みが必要です。
　申込みが定員を超えた場合は抽選となります。

フリーマーケット開催予定
11/17（日）9時～12時
10/17より受付開始します！

〈日時〉 10月21日（月）　18：00～20：00
〈開場〉 17：45（17：30より受付開始）
〈場所〉 南風原町立中央公民館　黄金ホール

県立図書館バックヤード見学ツアー

8/6実施（南風原町読書指導員主催）

第２弾

平成３１年度 全国学力・学習状況調査結果概要 南風原町教育委員会

平成３１年度「全国学力・学習状況調査」が、小学校第６学年と中学校第３学年の児童生徒
を対象に４月18日に実施されました。本町も４小学校、２中学校で調査を実施し、７月23日に
文部科学省より調査結果の提供がありましたので、各教科の平均正答率等を掲載します。

※H30調査結果　調査区分：本町正答率（全国との差）の順で表示。単位は％
　国A：71（0.3）、国B：62（7.3）、算A：72（8.5）、算B：55（3.5）、理科：65（4.7）

(考察) 国語、算数とも全国平均、県平均を上回っている。昨年度に引き続き、
全教科で全国平均、県平均を上回っており、小学校の取組が着実な成果を収
めている。

※H30調査結果　調査区分：本町正答率（全国との差）の順で表示。単位は％
　国A：74（△2.1）、国B：63（1.8）、数A：67（0.9）、数B：46（△0.9）、理科：66（△0.1）

(考察) 国語、数学は県平均を上回ったが、英語は県平均と同じであった。全て
の教科で全国平均には届かなかったが、数学においては全国平均と－0.8Pで
微少な差である。全教科で課題を明確にして全校体制で授業改善等に取り組
む必要がある。

【小学校】（４小学校）

教科 設問数

国語 14 69 68 63.8 1 5.2

算数 14 71 68 66.6 3 4.4

全国との差県との差全国沖縄県本町
平均正答率（％） 本町との比較（％）

【中学校】（２中学校）△は、本町の結果が県・全国より低いことを示す。

教科 設問数

国語 10 69 68 72.8 1 △3.8
数学 16 59 53 59.8 6 △0.8
英語 21 50 50 56.0 0 △6.0

全国との差県との差全国沖縄県本町
平均正答率（％） 本町との比較（％）

※本調査により測定できるのは、学力の特定の一部分であることにご留意ください。

会期　2019年
　　　10月4日（金）～7日（月）
　　　10:00～18:00
　　　（最終日は17:00まで）
主催　私の好きな紅型展実行委員会　
　　 （染織工房バナナネシア内：
　　　0980-56-3020）
場所　南風原文化センター
　　　企画ホール
作家　阿部遼・安和清美・石川秀子・

上原直枝・岡畑雅美・千葉聖美
・知念きみよ・天願千恵・道家
由利子・徳田佐和子・ひらたみ
なこ・福島律子・深沢さやか・
宮城友紀・山内邦恵

とき

働く人に
インタビュー
しました。 

入場整理券配布9月21日（土）
～無くなり次第終了

入場無料
（要整理券）

2019年芸術鑑賞会

【お問い合わせ】


