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西原町体育協会よりお知らせ
　4月14日に平成26年度西原町体育協会評議員会が開かれ、
9年間にわたって西原町体育協会会長を務めた泉川利夫氏
の退任に伴い、新会長に前副会長の呉屋博之氏が選任され
ました。また呉屋会長の後任として新副会長には、真栄城哲
氏が選任されました。この2年間、下記の体制で頑張ってい
きますので宜しくお願いします。 

申込み・問合せ：西原町中央公民館　☎945-3657

中央公民館講座受講生募集！中央公民館講座受講生募集！
子どもしまくとぅば講座子どもしまくとぅば講座
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【対象者】受講後、ニシバル歴史の会に入会し、文化財ガイドとして
　　　　活動していただける方。町内外、老若男女は問いません。  
【募集期間】6月9日(月)～7月15日(火)　【定員】20名
【申込み/問合せ】教育部生涯学習課文化振興係　
（村山）098-944-4998　（9：00～17：00）

　文化財ガイドとして、町民をはじめ
来町者や地域学習をする子どもたちに
町の歴史や文化、文化財などを案内し
てくれる方を募集します。西原の歴史
文化を学んでガイドをしてみませんか。

第4回西原町文教のまちガイド養成講座
開講のお知らせ

町民体育館からのお知らせ中央公民館からのお知らせ
夏休み子ども講座が始まります。定員に達ししだい締め切ります。

KID,Sえいご講座KID,Sえいご講座KID,Sえいご講座7月22日（火）～
8月21日（木）

7月22日（火）～
8月21日（木）HIP HOPダンス

毎週火・木　全10回小学生対象

HIP HOPダンス

1年～3年生  10:00～11:00（募集30人）　
4年～6年生  11:00～12:00（募集20人）

毎週火・木　全10回小学生～中高生対象
小学生  14:00～15:00（募集20人）
中高生  15:00～16:00（募集20人）

申込期間：6月20日（金）～7月18日（金）

坂田児童館（☎:098-944-6308）西原児童館（☎:098-945-4393）

（※変更になる場合もございます。ご了承ください。）

西原東児童館（☎:098-944-0976）
※7日 ( 土 ) は館内消毒のため閉館します。

★父の日制作　12日(木)～14日（土）
    材料代50円　要申込み
★親子体操　18日(水)10:30～11:30
     乳幼児の親子対象
★友だちつくろうカレー会
    21日(土)10時～12時
    詳しくは児童館へ

★父の日制作　12日(木)～14日（土）
    15:30～16:30

★子ども映画会　7日(土)
     14:00～16:00
★父の日制作　12日(木)～14日（土）

★平和公演    大型紙芝居
     『さわふじの木の下で」
    18日(水)10:00～　
     西原東幼稚園

★草かり会　
    28日(土)10:30～11:30

6月14日(土)　しまくとぅばって何？
6月21日(土)　わらべ歌と手遊び
6月28日(土)　生活の中のしまくとぅばを使ってみよう
7月  5日(土)　生活の中のしまくとぅばを使ってみよう
7月12日(土)　聞いてみよう「よもやま話し」
7月19日(土)　内間御殿を学ぼう
7月26日(土)　祖父母と一緒に遊ぼう
8月  2日(土)　しまくとぅばで話そう
8月16日(土)　三板（さんば）と民謡からしまくとぅばを学ぼう
8月23日(土)　しまくとぅばで発表しよう

〈プログラム〉

6月14日（土）～
8月23日（土）
毎週土曜日
全10回
14：00～16：00
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定 期 行 事

紙　芝　居　（毎月第1、第3土曜日）

お　話　会　（毎月第2、第4日曜日）

日　時：6月7日、21日（土）11：00

日　時：6月8日、22日（日）15：00
えいごＤＥあそぼう！（毎月第2日曜日） 日　時：6月8日（日）11：00

上　映　会　（毎月第3日曜日） 日　時：6月15日（日）11：00
上映作品　〔いわたくんちのおばあちゃん〕

おはなしのへや

2階集会室

開館10周年記念　　平和講演会
開催日時：6月14日（土）　14：00～15：30
開催場所：西原町立図書館 　2階集会室
講　　 師：崎原　真弓氏　　（スーパーガイド・おもてなしアドバイザー）
                      （講師紹介）沖縄県久米島町出身。バスツアーのガイド、講演会、ライブ活動
                       などを行う。客層に合わせた独自の演出で幅広く沖縄の心を伝え、聞く人、
                       見る人に元気と癒しを与え、泣き・笑い・感動の時間を共に紡いでいく。
タイトル ：『命どぅ宝』
参加申込 ：要事前申込。申込みは 6月5日(木)から、図書館カウンターまたは電話で受け付けます。
人    　 数 ：100人（入場無料）
対　　 象 : 小学生～大人

“サッカー”ワールドカップ展
　「2014FIFAワールドカップ・ブラジル大会」が6月13日から7月14日の日程で、32か国が出場し、ブラジ
ル各都市で開催されます。それにちなみ、西原町立図書館ではサッカーに関する書籍を展示し、サッカー
の魅力、おもしろさを図書館利用者のみなさんにお届けしたいと考えています。それと並行してテレビ
中継も楽しめば、サッカーの醍醐味も倍増するかと思います。どうぞ、ご観覧ください。

開催日時：6月12日（木）～
開催場所：西原町立図書館　　閲覧室
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平成26年4月の統計西原町立図書館カレンダー

西原町立図書館116第 号

◇日時：6月12日（木）～29日（日）

◇場所：西原町立図書館　１階閲覧室

◇内容：戦争記録や平和に関する資料を展示 

   ①戦争体験証言集　②戦争写真集　③戦争関連文学　④戦争、平和関連、視聴覚資料

平   和
資料展

西原町立図書館マスコットキャラクター
サワフージ ウンタマギール


