
３館合同文化講座・親子でクリスマス飾り作り
チャレンジ会（カレー作り）
年末クリーン作戦
折り紙作品展
３館合同クリスマス会
おおそうじ
トランポリン
お楽しみ会  
年末大そうじ（２日間でキレイにするぞ！ピカピカ大作戦）
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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12月1日

事　　　　業 日　　　　時 備　　　　考
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

※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、⑦～⑨は西原東児童館へ。

生涯学習だより生涯学習だより
第200号　

材料費実費・要申込み
材料費実費・要申込み
みんなで児童館をピカピカにしてね。
町役場玄関ロビーで開催。
マミーキッズ登録の親子対象。
児童館をきれいにしよう。いいことあるかも。
対象５歳以上、ズボンをはいて来てね。
フリーマーケット、手品ショー、小物バザー他
終了後はみんなでおやつを食べます。

町民体育館からのお知らせ中央公民館からのお知らせ 町民体育館からのお知らせ中央公民館からのお知らせ
第９回西原町親子ソフトテニス大会
10 ／７（日）　西原町民テニスコート

10／ 14（日）　読谷村陸上競技場

優　勝

準優勝

3　位

真榮城百香 ・ 真榮城吉子 組
金城杏樹 ・ 金城和枝 組
石橋梨奈 ・ 石橋勝行 組

儀間優佳 ・ 儀間かおる 組
城間理子 ・ 城間尚子 組
平良陽菜 ・ 平良明日香 組

経験者の部 初心者の部

申込み・問合せ：町中央公民館　☎945-3657

８日（土）
15日（土）
21日（金）
８日（土）～14日（木）
21日（金）
22日（土）
７日（金）
22日（土）
26日（水）27日（木）

種　別

順　位 3位 6位 6位
一般男子 一般女子 壮　年

第40回中頭郡陸上競技大会

社会教育功労者表彰

青少年伝統文化交流大会

第９回西原町中学生ソフトテニス大会
10 ／ 13（土）　西原町民テニスコート

優　勝
準優勝
3　位

與那嶺　晃　太
比　嘉　拓　麻
川　上　徹　郎

比　嘉　理　美
新　垣　怜　奈
與那嶺　瑠梨枝

男　子 女　子

　11月10日に東崎公園で、町青少年健全育成協議会主催の各区対抗キッ
クベースボール大会を開催しました。５チーム66名の小・中学生が参加し、総
当たり戦の結果、棚原Ｂチームが優勝しました。

　１年の初めに、目標・想いを、書に著してみませんか？町文化協会
書道部の添削もあります。
日　時：平成25年１月４日（金）８：00～10：00（受付は９：30まで）
　　　　※ 展示会・表彰式があります。
場　所：西原町民体育館　アリーナ
対　象：幼児～大人　料金：３5０円（用紙代含む）
主　催：町教育委員会・町文化協会
※ 問合せ：教育部生涯学習課文化財係（℡．945-5036）

　平成25年西原町成人式を下記のとおり開催します。
日　時：平成25年１月13日（日）13：30開場
場　所：西原町民体育館（西原運動公園）
対　象：平成４年４月２日～平成５年４月１日生   
注　意：酒類・旗等の持ち込みは禁止となっています。

　11月13日に文部科学省で、
元町青少年健全育成協議会理
事の鍬本末継氏が、長年の青
少年教育への功績を讃えられ
社会教育功労者表彰を受賞し
ました。

10：00～12：00
10：00～12：00
15：30～　　　
 

10：00～12：00
10：00～16：00
15：00～16：30
13：30～16：30
13：00～16：30

青少年スポーツ交流大会
（各区対抗キックベースボール大会）

社会教育功労者表彰受賞受賞 社会教育功労者表彰 平成２５年成人式

新春書き初め大会

平成２５年成人式

会員募集会員募集
  中央公民館主催の「ゆんたく英会話」講座
が12月8日に終了し、サークル化を予定して
います。
　英会話、またはゆんたくにご興味のある方
は、お気軽にお問い合わせください。

　中央公民館内外の大掃除を行います。
日時　12月23日（日）13：00～15：00
　ご協力可能な方は14日（金）までにお
申し出ください。　

Recruit new Members

求む！ 清掃ボランティア求む！ 清掃ボランティア

鍬本末継氏（写真中央）
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第98号

http://library.town.nishihara.okinawa.jp/ 
Eメール　library@town.nishihara.okinawa.jp 

December  12月

英語絵本読み聞かせ（毎月第２、第４日曜日）

上映会（毎月第３日曜日）

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）

定
期
行
事

日時：12月 15日（土）　午前 11時 

お休みです。（蔵書点検・祝日のため）

日時：12月 16日　午前 11時　
上映作品「サンタさんおおいそがし」「大男とクリスマスツリー」

定
期
行
事

～　蔵書点検のお知らせ　～

　蔵書点検とは、図書館にある13万点余の全資料の

点検（不明図書の把握・汚れ・破れの確認や補修等）を

行う作業です。

【期間】11月27日（火）～12月11日（火）

　なお、期間中は月曜日から金曜日までの午前10時

から午後2時まで、エントランスホールで新聞閲覧が

可能です。どうぞご利用ください。

図書館カレンダー図書館カレンダー

23日（天皇誕生日）

1日～11日（蔵書点検のため休館）

29日～1月3日（年末年始の休日）

にち

にち

にち にちがつ

にち ぞうしょてん けん

ねん まつ ねん し

きゅうかん

きゅうじつ

てんのうたんじょうび
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2 階集会室

おはなしのへや

○就職応援セミナー　「履歴書のおさらい～志望動機編～」
日　時 ： 12月18日（火）　　10：30～11：30　（※10：00より受付開始）
場　所 ： 西原町立図書館　２階集会室
対　象 ： 15～34歳の求職者
定　員 ： 15名　※要予約（定員に達し次第締め切ります。）
内　容 ： 履歴書で一番大切なのが志望動機。志望動機を作成する３つの視点を学んで、より伝わる内容に仕上げましょう！
備　考 ： 参加無料、服装自由、筆記用具持参。

○「おでかけ就職相談」
日　時 ： 12月18日(火)　　13：30～15：30　
対　象 ： 15～34歳の求職者（保護者の方からの相談もお受けします。）
備　考 ： 就職相談は約15分です。予約不要、当日図書館で受付けます。

～お問い合わせ・申込み～　
沖縄県キャリアセンター　☎866－5465（平日９：00～17：15）　※祝日を除く

メロディー入りテレビ歌詞集で歌える「童謡・愛唱歌」～高齢者娯楽用認知症予防作品～の貸出について
　この作品はDVDです。これまでのような歌詞集がなくても再生機器があればいつでも手軽に楽しむことができます。曲目
も120曲と多数の唄が選択できます。
　また手足の障がいがある方や、寝たきりで過ごしている方でも、従来のように歌詞カードをめくる必要がなくテレビの画面
に映る歌詞を見て楽しむことができます。文字も大きく見やすいので弱視者の方でも楽しめます。
　このような資料もありますので、ぜひご活用ください。（この作品は佐久本　清様からの寄贈資料です。）

2927 28

クリスマスに関する資料の展示・貸出中
ただいま、クリスマスに関する資料を展示。貸し出し中です。

クリスマスに関する資料の展示・貸出中
ただいま、クリスマスに関する資料を展示。貸し出し中です。

開館日数
来館者数
貸出点数
１日平均貸出点数

24 日
12,689 人
18,743 点
781 点

１０月の統計

　小那覇義光氏写真紀行
～ネパール ・ エベレストの人々の写真紀行～

期間　12 月 12 日（水）～ 12 月 28 日（金）

場所　エントランスホール

年末年始の開館時間
1月4日（金）

10：00～17：00


