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2022 9月号掲載している各種講座・イベントについては新型コロナの影響で中止・延期となる場合があります。

行事案内（9月中旬～ 10月初旬）
行事 日時 サークル名等

中央

おはなしの部屋 ９月24日（土）
午前10時30分～ 図書館スタッフ

おはなし会 10月８日（土）
午後３時～ 図書館スタッフ

石川

おはなしワールド ９月17日（土）
午前10時30分～ コスモスの会

Let's go としょかん 10月1日（土）
午前10時30分～ サークルピピ

勝連 おはなし会 毎週金曜日
午前10時30分～ ラビット

中央図書館 ☎ 974-1112
石川図書館 ☎ 964-5166
勝連図書館 ☎ 978-4321としょかんだより

今月のおすすめ
うるま市

いち雑誌の
リサイクル読書のコツ

☆借りた資料は、中央館・石川館・勝連館、どの図書館でも返却できます。☆図書館にない本は、リクエストすることができます。

『難しい本をどう読むか』
齋
さいとう

藤　孝
たかし

　著／草思社

　図書館の保存期限が切れた雑誌を各館でリサイク
ルします。どうぞご利用ください。
★期間：10 月８日（土）～ 18 日（火）
★ひとり 20 冊まで（無料）
※お問い合わせは、各図書館までお願いします。

第 76回　読書週間
10月 27日（木）～ 11月９日（水）
標語「この一冊に、ありがとう」

読 書 週 間 行 事

親子工作教室
　「ストローでモビールをつくろう」
日時：10 月 15 日（土）
　　　①午前 10 時～　②午前 11 時～
　　　③午後   2 時～　④午後   3 時～
場所・申し込み先：勝連図書館（978-4321）
対象：市内在住の親子
参加費無料（定員各時間１組・先着順）
受付：10 月１日（土）午前 10 時～

『未来のきみを変える読書術』
苫
と ま の

野　一
いっとく

徳　著／筑摩書房

『中高生のための本の読み方』
大
おおはし

橋　崇
たかゆき

行　著／ひつじ書房

　難しい本を読むために必要な「共通
ルール」の説明を踏まえて、マルクスや
ニーチェなど 14 冊の名著を著者おすす
めの翻訳書や解説書を引用しながら具体
的な読解法を解説します。難解といわれ
る名著を、なぜ読むのか、どう読むのか
を知り、いつもと違う読書にチャレンジ
してみませんか？

 （一般書） 所蔵館　中央
電子書籍あり

　読書がどのように未来を変えるのか、
読書の方法や効果、レジュメのつくり方
を児童向けに分かりやすく説明していま
す。読書をするメリットとして、思考力
や表現力が鍛えられ、本から得た経験が
視野を広げ、未来への道標になることも。
そんな読書に隠された可能性を再発見す
る読書術を紹介します。

（児童書） 所蔵館　石川

　中学生、高校生はもちろん、本をすす
める側へのヒントにもなる読書ガイド
ブックです。第一部では、理科、古典、
現代社会など教科ごとにブックトーク形
式でさまざまな本を紹介しています。第
二部は、特に先生や司書の方に向けて、
読書会、読書イベントのやり方や新学習
指導要領と PISA 型読解力についても解
説しています。

（一般書） 所蔵館　勝連

電子図書館受付中
Web から申し込みができます。

うるま市立電子図書館で検索

図書館カレンダー
9月

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

蔵書点検期間中、お近くの図書館が
休館の場合は他２館が利用可能です。
■は全館、■は中央館、■は石川館、
■は勝連館の休館日です。
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ゆゆららててくく通通信信
令和４年度公民館講座の
ご案内 （受講生募集！）

【日　　時】 10 月 12 日（水）・18 日（火）
　　　　　 午前 10 時～午後 1 時（全 2 回）

【場　　所】 石川地区公民館
【講　　師】 宮

みやぐに

國由
ゆ き え

紀江氏
【定　　員】 12 人
【材 料 代】 1,600 円（800 円× 2 回）
【受付期間】 10 月 3 日（月）まで

【日　　時】 10 月 17 日（月）・19 日（水）・21 日（金）
　　　　　 午前 10 時～正午（全 3 回）

【場　　所】 石川地区公民館
【講　　師】 奥

おくひら

平沙
さ き

季氏　他 3 名
【定　　員】 12 人　
【受付期間】 9 月 30 日（金）まで

【日　　時】 10 月 22 日（土）　午前 9 時～正午
【場　　所】 野鳥の森自然公園（字宇堅）
【講　　師】 屋

や び く

比久壮
そうじつ

実氏
【定　　員】 15 人　
【受付期間】 10 月 13 日（木）まで

【日　　時】 10 月 17 日・24 日・31 日 毎週月曜日
　　　　　 午前 10 時～正午（全 3 回）

【場　　所】 石川地区公民館
【講　　師】 半

はんざき

崎朝
あ さ こ

子氏
【定　　員】 20 人　
【材 料 代】 3,000 円
【受付期間】 9 月 28 日（水）まで ※デザインは異なります

申込はお電話か
こちらから➡

公民館
講座一覧➡

～生涯学習のススメ～

【お問合せ】
生涯学習・文化振興センター
☎９８８- ５５０８

いつまでも若く健康長寿の
ための「薬膳料理」講座

紅型 ～トートバック染め～

スマホ初心者のわからないを解決

うるまの自然観察会

しおり配布期間　10月 3日（月）～ 10月 14日（金）　午前 8時 30分～午後 5時 15分まで
お申込みの期間　10月 3日（月）～ 10月 14日（金）　※土日・祝日を除く
しおり配布場所　●維持管理課市営住宅係（本庁舎西棟 2F）　●本庁舎（東棟 1F総合案内近く）
　　　　　　　　●石川庁舎、与那城出張所、勝連出張所（市民課）
　　　　　　　　●うるみん（1F管理室、3Ｆ健康支援課）

・空家待ち募集とは、これから発生する空き家に対
する入居希望者を募集し、抽選で待ち順位を決め
て、空家発生後に入居の案内をすることです。

令和4年10月3日～ 10月14日
（募集期間）

令和5年1月1日

令和4年12月9日
（抽選会）

令和5年4月1日～令和6年3月31日
（空家が発生した場合、入居案内）

・今回実施する空き家待ち入居者の募集は令和 5年
4月 1日から令和 6年 3月 31 日の期間に空家が
発生した場合を対象としております。

スケジュール

・市営住宅の申込資格については、収入基準をはじめいろいろな制限があります。
お申込みをされる場合は「しおり」を最後までよく読んでお申込みください。

※重要事項：よくお読みください

お問合せ
及び提出先

うるま市営住宅指定管理者
株式会社レキオス公営住宅課　☎ 943-0309

令和４年度　うるま市営住宅入居者募集

空家待ち申込期間のお知らせ


