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特定健診を人間ドックに切り替えて
受診することが出来ます

特定健診を受診しましょう！

＊特定健診を人間ドックに切り替えて受診する場合には、健康保険（国保・社保）の
　種類や年齢などによって、個人負担額が異なります。まずは、お気軽にご相談下さい。

一般財団法人沖縄県健康づくり財団

沖縄県健康づくり財団

(旧名称：沖縄県総合保健協会）

受診する際に必要なもの
特定健診
受診券 保険証 がん検診

受診券
特定健診
受診券 保険証 がん検診

受診券 沖縄バス：（39）百名線　（41）つきしろの町線
東陽バス：（30）泡瀬東線　（37）那覇新開線　（38）志喜屋線　（91）城間線（南風原一日橋経由）
車で：那覇空港から南風原町経由与那原向け約 20 分
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〒901－1192　南風原町字宮平212番地

お問合せ先　098-889-6792

予約・お問い合わせ
はえばるエコセンター

☎098-889-4425  南風原町役場地下１階

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
リサイクル工場見学ツアーリサイクル工場見学ツアー

布を再利用してコサージュを作ってみませんか。
コサージュ作りコサージュ作り

＊エコセンターにて不要な本・CD・DVD・ゲーム
をお預かり。

＊提供された品物で欲しい物があれば無料でお
持ち帰り可能です。

＊残った品物は公益財団法人日本環境協会に
古本募金します。
●ISBNコード(国際基準図書番号)がある本が対象
です。　例：ISBN978-4-1234-5678-9

古本募金・交換会古本募金・交換会
受付：1月6日(月）～31(金）

日時　1月24日（金）9:30集合～14:00解散
集合場所　はえばるエコセンター
参加費　500円(保険料・ランチ込み)
対象　南風原町民優先

フリーマーケット　3月15日（日）9時～12時　開催します！フリーマーケット　3月15日（日）9時～12時　開催します！

明けましておめでとうございます。
今年も宜しくお願いします。
明けましておめでとうございます。
今年も宜しくお願いします。

（エコランチ付き）

自然素材でかゆみ止めと
スキンクリームを作りましょう。

みつろうクリーム&

枇杷の葉エキス作り

みつろうクリーム&

枇杷の葉エキス作り

日時　1月20日（月）10:00～12:00
集合場所　はえばるエコセンター
参加費　500円(瓶代含む)
対象　南風原町民優先

日時　1月16日（木）10:00～12:00
集合場所　はえばるエコセンター
持ち物　裁縫道具。布。

【お問い合わせ】　こども課 ☎ ８８９－７０２８

の申込みについて

【お問い合わせ】  学校教育課　☎889-6181

令和２年度就学援助制度のお知らせ令和２年度就学援助制度のお知らせ

町内の放課後児童クラブ（学童クラブ）で、令和２年４月か
らの入所申込みが始まります。審査基準は各クラブで異
なり、点数制や先着順など様々です。早めのお問い合わ
せ・申込みをお願いします。

令和２年１月６日（月）～１月２０日（月）
各クラブ、役場こども課で配布
※ホームページからダウンロードもできます。

各クラブに直接、申込書類を提出してください。

各クラブに直接お問い合わせ・お申し込みください。

日頃の公民館と各自治会の活動の発表を行います。
また、南風原町公民館連絡協議会の第13回自治公民館
活動実践発表大会も同時に開催いたします。

２月１日（土）、２月２日（日） １０時～17時
●場所　南風原町立中央公民館
●主催　南風原町教育委員会
　　　　中央公民館サークル活動推進連絡会
　　　　南風原町公民館連絡協議会

２月１日（土） 13時～18時
自治公民館活動実践発表大会
・活動実践発表（宮城・大名・宮平ハイツ）
・各字・自治会サークル発表会
２月２日（日） 13時～17時
・中央公民館サークル発表会

【お問い合わせ】ちむぐくる館　☎ 889-7381

  

健康診断

健康・育児だより健康・育児だより

※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。

◎乳児一般健診
日時/1月19日（日）
受付/8時40分～10時30分
◎1歳6ヶ月児健診
日時/1月9日（木）
受付/13時～14時30分

◎2歳児健診
日時/1月23日（木）
受付/13時～14時30分
◎3歳児健診
日時/1月30日（木）
受付/13時～14時30分

教室・相談会 ◎７ヶ月児相談
日時/1月8日（水）
受付/前半 13時～、後半 14時15分～

・・・・・・・・

場所/ちむぐくる館（字宮平697番地10）
※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。

・対象者には個別通知しています。

南風原町では小・中学校に通うお子さんが、楽しく安
心して就学できるよう、経済的にお困りのご家庭に
学用品費や給食費など費用の一部を援助する
制度を設けております。

役場４階 学校教育課で申請書の配布・受付をしており
ます。（申請書は町のホームページからもダウンロー
ド可能です。）

※認定月によって援助費目、援助額などが変わります
のでお早めに申請をお願いいたします。

※平成３１年（令和元年）度の認定を受けている方も再
度申請が必要となりますのでご注意ください。

※何かご質問等があれば、下記の
連絡先にお気軽にご連絡ください。

※詳しくは町ホームページ、または
下記の連絡先までお問い合わせ
ください。

▶就学援助制度とは

▶申請書の配布・受付場所

▶注意事項

放課後児童クラブ（学童クラブ）放課後児童クラブ（学童クラブ）

「南風原町学童クラブ」で検索、
または右のQRコードで検索 →

受付期間

必要書類

受付場所

お問い合わせ・見学の申込み

第42回生涯学習・公民館まつり開催
町民参加による地域文化の継承と創造
第42回生涯学習・公民館まつり開催
町民参加による地域文化の継承と創造

●舞台発表の部

●展示の部

うるま市の㈱沖縄計測でペットボトルリサ
イクル工場の見学のあと、無農薬野菜や野
草を使ったランチ付きのツアーです。

～うまんちゅの笑顔が集まる楽しい広場～

【お問い合わせ】　中央公民館 ☎ ８８９－0568

【お問い合わせ】　総務課　人事行政班　☎ ８８９－４４１５

臨時嘱託職員募集

【お問い合わせ】　こども課　☎ 889-7028

令和2年1月14日（火）～令和2年1月17日（金）
こども課（役場 1 階） 8：30～17：15

【満 5 歳児・満 4 歳児】
 平成 26 年 4 月 2 日～平成 28 年 4 月 1 日生まれで町内に住所を有する幼児
　※公立・認可保育所（園）との併願はできません。

抽選（定員を超えた場合は抽選になる可能性があります。）

8：15～14：00 （朝の受け入れは 7：30 から行っています。）

① 平　日 14：00～18：30 （春・夏休み /7：30～18：30）
② 土曜日 7：30～18：30 ※半日利用可

任用期間　採用日～令和２年３月３１日（更新可能性有）
待　　遇　年次有給休暇・社会保険・雇用保険
　　　　　令和２年度の非常勤職員も募集しておりますので、町ホームページをご確認ください♪♪

■ 一般事務職
時間：８時３０分～ 17 時１５分
時給：８００円

■ 保育士
時間：７時３０分～ 18 時１５分  シフト制
時給：１，２００円

■ 保健師
時間：８時３０分～ 17 時１５分
時給：１，２７０円

■ 調理員 ( 嘱託 )
時間：８時００分～ 16 時３０分 （週４日勤務）
月給：１１９，６００円

■ 社会福祉士
時間：８時３０分～ 17 時１５分
時給：１，２７０円

QR コードからも
ご確認いただけます。▶

令和2年度町立幼
稚園2次募集の案内について令和2年度町立幼
稚園2次募集の案内について

●募 集 期 間

●受付場所

●対 象 幼 児

●選 考 基 準

●教 育 時 間

●預かり保育

■ 心理士 ( 嘱託 )
時間：９時００分～ 16 時００分
月給：１７５，２００円


