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　皆さんこんにちは。今月号は11月
3日、4日に開催された「ふるさと博
覧会」の模様を掲載しています。初
日は朝から凄い雨で開催できるのか
ハラハラしていましたが、午後から
は天気も回復し、無事開催すること
ができてほっとしました。
　そして今月号の表紙は「第32代
かすりの女王」の皆さんです。コン
テストでは緊張した面持ちながら、
皆さん堂 と々自己PRを行っていまし
た。選ばれた4人の皆さん、おめでと
うございます。これからの女王の活
動頑張ってください。
　博覧会も終了し、あっという間に
年末となりますが、皆さん年末年始
のご予定は決まっていますか？私は
念願だった年越しキャンプに挑戦し
たいと目論んでいます。皆さんも体
調にはお気をつけて良い年末・年始
をお過ごし下さい。　　　　（Uta）

編 集 後 記

国場川水あしび実行委員会
（那覇市・南城市・豊見城市・糸満市・与那原町・八重瀬町・南風原町・
環境省那覇自然環境事務所）      

※ 申　込：当日受付
　  参加費：無料 
※ ゴミ袋・軍手は事務局にてご用意します。 
※ 清掃のできる軽装にてご参加ください。 
※ 駐車場の数には限りがございます。
　 なるべく公共交通機関をご利用ください。
※ 会場敷地内は禁煙です。
※悪天候が予想される時は 12月 22日に
　延期となります。 

主 催

～プログラム～
①漫湖周辺のごみ拾い・
　マングローブの稚樹抜き
②ゆるキャラ撮影会
③自然体験型ゲーム
④展示ブース

平成 30 年 12 月 8 日（土）
9:15～13:00
漫湖水鳥・湿地センター
　（豊見城市字豊見城 982 番地）
南風原町住民環境課
☎098-889-1797

日　時

会　場

問合せ
はえ
るん
も

      
来る
よ♪

デコ巻きずし講習会 はえばる観光案内所
☆クリスマスイベント☆
はえばる観光案内所

☆クリスマスイベント☆
デコ巻きずし講習会

来年２月１７日
劇団『海』の第２回公演が決定！！

12月 15日（土）
10:00～14:00

パステルアート（要予約）
参加費 500 円
10:00～11:30　10 名
12:30～14:00　10 名

アイロンビーズ
参加費　大 200 円　中 100 円
当日、随時受付致します。

日時：12 月 10 日 ( 月 )　14：00～17：00
場所：南風原町立中央公民館　研修室１
講師：長嶺　小牧（日本デコずし協会マイスター）
定員：20 名（要予約）
参加料：無料
※対象：民泊登録家庭及び南風原町民

●お問合せ●　南風原町観光協会　担当 : 金澤
はえるんと南風原町クイズ
参加費　無料
11:00～12:00

はえるんのぬり絵
参加費　無料
10:00～14:00

会場：はえばる観光案内所
　　　　　（南風原町字喜屋武 241-1）

●お申込み･お問合せ●　はえばる観光案内所(字喜屋武241-1)
　　　　　　　　　　　 882-6776　営業時間9:00～17:00

まつぼっくりでツリー作り
参加費　無料
10:00～14:00

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

　太巻き寿司の断面図に楽しい絵柄が現れるデコ巻きず
し。民泊で訪れた修学旅行生と一緒に巻いて食卓を彩る
一品にどうぞ。人の集まる機会が多くなる年末年始、お
もてなし料理のレパートリーにも加えてみてください。
☆南風原町民ならどなたでも参加OKです☆

　夢や希望を凧に乗せ、南風原町の空に高々と舞いあが
る「新春 飛び安里凧上げ大会」。2019 年も新春マラソ
ン大会終了後に開催いたします！老若男女大歓迎！ぜひ
ご参加ください。

　昨年大好評だった劇団「海」の第 2 回公演開催が決
定しました！詳細が決まり次第、随時広報誌等でお知ら
せ致します。乞うご期待下さい★

※材料がなくなり次第終了とさせて頂きます。

※材料がなくなり次第終了とさせて頂きます。

※イベント内容は変更になる可能性があります。予めご了承ください。

クリスマス限定商品やお菓子も
たくさんご用意しております☆

クイズに正解したら、
素敵なプレゼントがもらえる1月13日（日）

新春　飛び安里凧上げ大会
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切る作業が

はかどるね
♪

平成30年12月18日（火）10:00～12:00
南風原町文化センター研修室
　無料　　　　　10名
南風原町在住の方

刃物研ぎ講座刃物研ぎ講座
参加者
募集！
参加者
募集！

※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。

切れにくくなった包丁やはさみを研いで、長く大切に使いましょう。
節約センター内原の内原正氏を招いて正しい研ぎ方を学ぶ人気の講座です。

○包丁・はさみ・ふきん、砥石（持っている場合）を持参してください。

はえばるエコセンターに事前にお申し込みください。

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

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/2017060100081/

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
☎ 098-889-4425

12月11日(火)14：00～16：00

持ち物：ポチ袋に再利用する紙

今月の講座今月の講座

水引き講座
水引で蝶を作ります。包装紙などを
再利用した袋を作り、それに付けれ
ばエコでかわいいポチ袋に♪

12月17日(月)14：00～16：00

持ち物：かぎ針(ない場合は貸出します)

エコたわし作り
洗剤を使わずにピカピカになるエコ
たわしを作ってみませんか？年末の
お掃除や洗い物もエコで楽しく♪

日時
場所
参加費　　　　　定員
対象

平成30年度コミュニティ活動促進事業
　この事業は、公益社団法人沖縄県地域振興協会が、コミュニティ活動
の促進に図ることを目的に、地方自治体のコミュニティ活動助成を行う
ものです。協会からの助成事業により、今回は右記 2 自治会で備品を購
入することができ、今後の自治会活動で活用していきます。

平成30年度コミュニティ活動促進事業
■購入した備品一覧
自治会名　　　　　　　　備品名

津嘉山 デスクトップパソコン、
パソコンディスプレイ、デスク、イス
エアコン第二団地

◆南風原町役場通常業務                                
　　12 月 29 日（土）～1 月 3 日（木）　お休み
　　問／総務課　☎889-4415
◆自動交付機・コンビニ交付                         
　　12 月 29 日（土）～1 月 3 日（木）　休止
　　問／住民環境課　☎889-4414
◆可燃・不燃・危険・粗大ごみ収集 休み       
　　1 月 1 日（火）～1 月 3 日（木）
◆資源ごみ収集 休み                                      
　　12 月 30 日（日）～1 月 3 日（木）
　　問／住民環境課　☎889-1797
◆ごみの自己搬入                                           
　　1 月 1 日（火）～1 月 3 日（木）　お休み
　　※12/29～31 は混み合うことが予想されます。
　　12 月前半には自己搬入されるようご協力下さい。
　　問／那覇・南風原クリーンセンター  ☎882-6701

年末年始の業務のお知らせ年末年始の業務のお知らせ

※健診の通知は1回のみです。
以前通知を受け、受診されていない方は上記日程で受診
することができます。詳しくはお問い合わせください。

◎乳児一般健診
日時/12月22日（土）   
受付/8:40～10:30
◎1歳6ヶ月児健診
日時/12月13日（木）   
受付/13:00～14:30   
     

◎2歳児健診
日時/12月20日（木）
受付/13:00～14:30
◎3歳児健診
日時/12月6日（木）
日時/12月27日（木）
受付/13:00～14:30

場所/ちむぐくる館 ※対象者には個別通知を
　しています。

健康・育児だより健康・育児だより健康・育児だより

【お問い合わせ】 ちむぐくる館　☎ 889-7381


