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September  9月

英語絵本読み聞かせ

上映会（毎月第３日曜日）

「利用者カードを作りましょう！！」

ボランティア

募集の

お知らせ

紙芝居（毎月第１、第３土曜日）

おはなし会（毎月第２、第４日曜日）

（毎月第２、第４日曜日）

定
期
行
事

日時：：９月 15日　　11:00
場所：おはなしのへや　※9月 1日は旧盆に当たるためお休みします。
日時：：９月９日、23日　15:00
場所：おはなしのへや
日時：：９月９日、23日　11:00
場所：おはなしのへや
日時：９月１6日　11:00　
場所：2階集会室　上映作品「お月様とうさぎ」

定
期
行
事

　７月に引き続き９回目の開催です。前回も、読み聞か

せだけでなく音楽やペープサートなどで楽しんでもら

いました。今回もいろいろな企画を考えているそうで

す。ぜひ遊びにきてください。きっと楽しい時間をすご

せますよ。お待ちしていま～す。(^_^)/̃

日時：９月29日（土）19：00～

場所：西原町立図書館前庭

主催：読み聞かせネットワーク喜楽星☆７

　みなさんは町立図書館を利用したことがありますか？
　図書館には1３万冊近くの本があり、みなさんが読んでみたい本、知りたい情報がたくさんあります。これら大多数の本はみな
さんが「利用者カード」を作れば借りることができます。
　現在、西原町民が「利用者カード」を作っている割合は４１％余り。まだ町民の
半数以上の人が作成していないことになります。
　図書館は生涯学習の場であり、情報発信の場でもあります。本だけでなく、新
聞、雑誌、ＣＤやＤＶＤなども取り揃えています。
　カードは0歳から無料で作成でき、借りるのも無料です。ぜひご利用ください。
ご来館をお待ちしております。

図書館カレンダー図書館カレンダー

敬老の日の振替休日（18日・火）
秋分の日（22日・土）

“季節の本”展示
　　敬老の日にちなんだ本・お月見の本を読んでみませんか？

台風時における対応：暴風警報が発令された場合、安全確保のため休館となります。ご了承ください。

第9回語り庭「あっとーめーのささやき」

けいろう　　ひ にち　 か

にち　 どしゅうぶん ひ

ふりかえきゅうじつ

めーなー

西 原 町 民

一般、中高生の方
①住所、氏名が確認できるもの　（免許証、保険証、住民票（発行日から3ヶ月以内）など）

　※いずれもない場合は、1ヶ月以内に発行された本人名義の公共料金明細書

図書館では、図書館に携わるボランティアの方を随時募集しています。
　｛内容｝
　　● 配架（本を本棚に戻す作業）
　　● 本の修理
　　● 環境美化･･･花壇の手入れ、敷地内の草刈等
　　　　　　　　　（毎月第3木曜日の10：00～12：00）

自分でやれる範囲で構いませんので、やってみたいという方はぜひお願いします。
お問い合わせ：西原町立図書館　☎944－4996 　fax944－4997

①住所、氏名が確認できるもの　（保険証、住民票（発行日から3ヶ月以内）など）

　※保険証は写しでも可、その際名前と住所が分かるようにしてください

②年賀状などの本人宛の郵便物（6ヶ月以内）　のいずれか
小学生以下の方

対象者 必要な物

ボランティア

募集の

お知らせ
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生涯学習課
中央公民館
町民体育館
坂田児童館
西原児童館
西原東児童館

℡.098-945-5036 
℡.098-945-3657 
℡.098-945-8095 
℡.098-944-6308 
℡.098-945-4393 
℡.098-944-0976 

生涯学習だより
平成24年9月1日

事　　　　業 日　　　　時 備　　　　考
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

※下記事業のお問い合わせは、①～③は坂田児童館、④～⑥は西原児童館、⑦～⑧は西原東児童館へ。

生涯学習だより生涯学習だより
第197号　

対象：町内在住の乳幼児親子
対象：小学生
対象：小学生 
対象：乳幼児の親子
対象：乳幼児の親子
費用：30円（材料代）　要申込

対象：幼稚園～小学生の親子15組程度
費用：無料　※動きやすい服装で来てください。

町民体育館からのお知らせ中央公民館講座の受講生募集 町民体育館からのお知らせ中央公民館講座の受講生募集

♥ 輝く女性のための講座 ♥

　　　　　Hiphop! Music にあわせて Let's ダンス
☆ストリートダンス講座
期間：10月２日（火）～ 12月４日（火）　毎週火（10回）
時間：19：00～ 21：00　※帰りは必ず保護者が迎えること
対象：町在住の小・中・高校生・一般
定員：30名
場所：西原町中央公民館　大ホール
申込期間：９月 10日（月）～ 21日（金）

各区対抗ソフトボール大会

各区対抗一般バレーボール大会

男　子

女　子

与那城

与那城

小波津

小波津団地

翁　長

棚　原

優　勝 準優勝 ３　位

男　子 安　室 嘉手苅 小那覇 小波津
優　勝 準優勝 ３　位

申込み・問合せ：町中央公民館　☎945-3657

毎週水曜日 10：30～11：30
12日（水）～15日（土）自由製作
19日（水）  15：30～16：30
毎週水曜日 10：30～11：30
12日（水）  10：30～11：30
10日（月）～15日（土）15：00～16：00
毎週金曜日 10：30～11：30

８日（土）　 14：00～16：00

★ 若さ溢れる青少年対象講座 ★ 第９回西原町ソフトテニス大会
一般の部
優　勝
準優勝
３　位
初心者の部
優　勝
準優勝
３　位

新垣 善孝・知名 定之 組
山口 達矢・玉城 夢仁 組
玉城 一樹・安里 武尚 組

石橋 こずえ・呉屋 枝里 組
新垣 美智子・玉城 則子 組
平良 美奈子・安里 里奈 組

與那嶺　良一　・　桃原　　　亮　組
慶留間　　聡　・　比嘉　　富朗　組
金城　　善昭　・　石橋　　勝行　組

男　子 女　子

ルーツの西原町に来ています！ あなたもガイドをしてみませんか？

マミーキッズ
敬老の日プレゼント作り
チャレンジ会
マミーキッズ
親子リトミック
敬老の日プレゼント作り
マミーキッズ
文化講座「パパと遊ぼう！」（体操）
指導：ケンケン体操教室の指導員

男子（女子の部開催なし）

♥ 輝く女性のための講座 ♥

　本町は平成２年度より海外移住者子弟を研修生として引受して
おり、今年度は南米から下記３名が来町しています。この機会に、
国際交流 （ゆんたく）してみませんか？
①アルゼンチンからの研修生 
　GOYA　MARIELA　ROXANA
②ブラジルからの研修生
　TAMANAHA VINICIUS SADAO
③ペルーからの研修生
　SATO MIYAHIRA JOCELYN RITSUKO

 　 歴史や文化財に
興味ある方スキルアップ
にいいですよ !!

開催：９月 22日（土）～ 12月 22日（土）間の
　　　毎月第２・第４土曜日
時間：18：30～ 20：30（約２時間）
対象：講座終了後に西原町人材バンクに登録され、
　　　文化財ガイドとして活動できる方。町内外、
　　　老若男女は問いません。
定員：20名
場所：町立中央公民館 ほか
申込締切：９月 14日 ( 金 ) まで
問い合せ：教育部生涯学習課　(担当／村山 )
　　　　　℡　945－5036（内線 522）

　　★「やまびこ学級」(メイク・気質学・デジカメ講習他 )★
期間：10月４日（木）～ 11月１日（木）　毎週木（5回）
時間：19：00～ 21：00
対象：町在住及び在勤の 18歳以上の女性
定員：20名
場所：西原町中央公民館　視聴覚室
申込期間：９月 11日（火）～ 25日（火）

ルーツの西原町に来ています！
～ 2012年度西原町海外移住者子弟研修生 ～
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