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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

沖縄県知事（6）第 2898号・不動産全般
宅地建物取引・店舗アパート斡旋管理

事務所・津嘉山 1498  ☎  889-6677
FAX 889-6688

大盛不動産
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【お問い合わせ】　学校教育課　☎ 889-６１８１

【お問い合わせ】 こども課　☎ 889-7028

【お問い合わせ・申込先】 企画財政課  企画統計班
  （担当：金城） ☎ 889-0187 FAX 889-7657

Mail H8890187k@town.haebaru.lg.jp【お問い合わせ】 学校教育課  ☎ 889-6181

【お問い合わせ】　図書館 ☎889-6400

・老いる前の整理はじめます！／監修：コンシューマーズ京都
・日本の星空ツーリズム／懸　秀彦
・そうめんの本／市瀬悦子
・シニアの骨粗しょう症・圧迫骨折を防ぐ！／監修：宗圓　聰
・藤沢周平「人はどう生きるか」／遠藤崇寿
・カザアナ／森　絵都
・氷獄／海堂　尊
・クジラアタマの王様／伊坂　幸太郎
・№1決定トーナメント!!昆虫･妖怪･幻獣最強王図鑑／Gakken
・おばけのうらみはらします／むらいかよ
・プーさんのあかちゃんえほん　いないいないばあ／講談社
・オドロキ珍百景超百科／珍百景研究会
・もうふりまわされない!怒り・イライラ／監修：名越康文
☆他にも新着図書あります。詳しくは図書館まで

11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９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。

11 月（2019年）

琉球国中山王でありながら明治日本の華族（侯爵）となることを選択
した尚泰。その生涯は、緊迫する東アジア情勢を体現するかのように
波乱に富む。本書は、尚泰の生涯を当時の政治・国際関係のなかに位置
づけ、彼と首里政府を構成する士族層の動向を追う。

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

『尚泰  最後の琉球王』

22日
4 ,238  人
2 ,059  人
7 ,879  冊

毎週火曜日・第４木曜日・祝日はお休みになります。

著：川畑　恵

すぐに「きらい」「苦手」と言って自分の世界をせばめない。「後悔」はしない。
でも「反省」はしっかりする。など、ちょっぴりピリ辛だけど、いまのうちに、
こどもたちに伝えたい本当のこと。人生を生き抜くための５０のことば！

『メシが食える大人になる！よのなかルールブック』監修：高濱正伸

　読書の秋です。みなさんの
おすすめの本の紹介を受け
付けています。
　館内そなえ付けのカードに

「タイトル」「作者」「おすすめ
ポイント・感想」を書いてポ
ストにIN！！みんなに知って
ほしい本、読んでほしい本を
教えてください。おすすめ
カードは期間いっぱい館内
に掲示させていただきます。

☆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。

1

2

ピックアップ図書

南風原町立学校公開日南風原町立学校公開日

給　与　①～②時給 １，200 円　　③時給 ８３０円　　④時給 ８0０円
勤務地　①～②幼稚園（南風原幼稚園）　③～④小・中学校のいずれか
待　遇　社会保険・雇用保険加入　有給休暇あり、賞与あり（ただし、③～④は除く）
その他　・勤務日・時間等、相談に応じます。　　　　　　　　　  ・給食費月額 幼稚園：３，０００円、小学校：３，８００円、中学校：４，３００円
　　　　・ご自身のご家族が通う園・学校には配属できません。　・そのほか、詳細はお問い合わせください。

勤 務 時 間職　種 免 許 ・ 資 格 勤務日 休日※

町立幼稚園、小・中学校 臨時職員募集急募！

①幼稚園教諭・クラス担任（臨時職員）

②副担任・預かり保育教諭（臨時職員）

③特別支援教育支援員（小・中学校）（臨時職員）

④スクール・サポート・スタッフ
　（小・中学校）（臨時職員）

幼稚園教諭

幼稚園教諭、保育士、小学校
教諭、養護教諭のいずれか

不問、未経験者でも可

不問、未経験者でも可

月～土曜日のうち５日

月～土曜日のうち５日

月～金曜日

月～金曜日

日・祝日

日・祝日

土・日・祝日

土・日・祝日

７：３０～１８：３０
（シフト制、７時間４５分勤務、休憩１時間）

９：４５～１８：３０（休憩1時間）

８：１５～１６：４５（休憩４５分）

８：３０～１６：３０（休憩４５分）

受付期間  1月6日（月）～1月20日（月）

必要書類  1 1 月上 旬 から役 場こども 課・
　　　　　各放課後児童クラブ（学童クラブ）
　　　　　で配布予定。
　　　　　町HPからもダウンロードできます。
　　　　　（配布開始時期は変動の可能性があり
　　　　　  ますのでお問い合わせください。）

受付場所  各クラブに直接、申込書類を提出して
　　　　　ください。

　本セミナーでは、ハラスメントについて、その種類
や禁止が明示されている法律、その行動の具体例な
ど相談や対応、裁判例を含め専門の社会保険労務士
が詳しく解説。 公的相談窓口の紹介もいたします。

12月８日（日）は「教育の日」!!

～朝の登校から、１～４校時の授業まで～
各小学校・中学校にて
授業参観＆学力向上実践発表会授業参観

午前中

☆当日は地域の皆様どなたでも授業参観できます。

１６：００～ 

教育長表彰
午後 中央公民館 黄金ホールにて

毎日の家庭学習によく取り組んでいる
児童・生徒を表彰します。 

職場のハラスメント防止職場のハラスメント防止
研修会の案内研修会の案内

第40回南風原町体育大会 総合結果第40回南風原町体育大会 総合結果

今年表彰された優秀競技者
①神里 直人 （山川支部） ソフトテニス競技　②神里 大 （山川支部） 陸上・ソフトボール・野球競技　③喜屋武 直也（山川支部）陸上・ソフトボール競技
④神里 千尋 （山川支部） ソフトテニス競技　⑤神里 彩 （山川支部）ハンドボール競技

幼稚園、小・中学校で一緒に働きませんか？ご応募をお待ちしております！

※園・学校行事の場合は出勤あり。 翌平日に代休

放課後児童クラブ
　入所申込について
放課後児童クラブ
　入所申込について

令和 2 年度

（学童クラブ）
～みんなでつくろう！ 児童館まつり～

児童館まつり第29回 入場
無料

はえるんも

遊びに来るよ !!

みんな
待ってるよー♪

★ サークル舞台発表
★ 遊びコーナー　★ 製作コーナー
★ 小物バザー　　★ 軽食販売
    （一部有料コーナーあり）

令和元年11 月 23 日㊏　10:00～16:00
南風原文化センター

　　　　　　　　【お問い合わせ】
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

参加希望者は、お電話、FAX、メールのいずれかでお申し込みください。
（定員になり次第締め切らさせていただきます。）

日　　時   令和元年１１月１２日（火） １５：００～１７：００
場　　所   南風原町役場 ３階　庁議室
講　　師   特定社会保険労務士　善平 克恵 氏
研修対象   どなたでもご参加いただけます。
申込締切   令和元年１１月８日（金）

～みんなで取り組む働きやすい職場づくり～

読書の秋  10/27～11/9は読書週間です

☆幼稚園は１２月１５日(日)午前中です。
　 （学力向上実践発表会＆生活発表会）

１位 津嘉山 315.5点

２位 兼　城 296.5点

３位 宮　平 283点

４位 山　川 258点
５位 喜屋武 242点
６位 新川 239点
７位 本部 238点
８位 照屋 169点

９位 与那覇 124点
10位 大名 123点
11位 宮城 109.5点
12位 北丘ハイツ 72点
13位 神里 68.5点

14位 第二団地 32.5点
15位 宮平ハイツ 21.5点
16位 第一団地 14.5点
17位 兼本ハイツ 11点


