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海勢頭 豊
世直しの歌  コンサート

開館記念日
の8月20日。
最初に利用
者カードを

家族で作成した城間さん親
子です。記念品のしおりと
カードを持って記念撮影を
しました。

町民体育館からのお知らせ

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

Tel．098-945-5036
Tel．098-945-3657
Tel．098-945-8095
Tel．098-944-6308
Tel．098-945-4393
Tel．098-944-0976平成26年10月1日生涯学習のマスコット

「マナビィ」 第２２２号

印の日は休館日です。
しるし　　　　　ひ　　　　  きゅう　かん　　び

印の日は館内整理日のため休館です（毎月第3木曜日）
しるし　　　　　ひ　　　　　かん　ない　 せい　　り　　び　　　　　　　　　　　 きゅう かん　　　　　　　　　　まい　つき　だい　　　もく　よう　 び

中央公民館からのお知らせ

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）

図書館
だより

と       しょ     かん

図書館
だより

と       しょ     かん

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：10月4日(土)、18日(土)11：00

日 時：10月12日(日)、26日(日)15：00
えいごＤＥあそぼう！（毎月第2日曜日） 日 時：10月12日(日)11：00

上　映　会　（毎月第3日曜日） 日 時：10月19日(日)11：00

場 所：おはなしのへや

場 所：2階集会室
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開　館　日

休　館　日

【火～金】午前10時～午後7時 開館日数

貸出点数

1日平均貸出点数

TEL.944-4996
http://library.town.nishihara.okinawa.jp/
Eメール　library＠town.nishihara.okinawa.jp

FAX.944-4997

26日

21,128点

813点
・定期休館日 （毎週月曜日）
・館内整理日 （第3木曜日）
・公　休　日　
・振 替 休日　

【土・日】午前10時～午後5時
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にち

にし　はら　ちょう　りつ　 と　　しょ　かん

にし　    はら　    ちょう　     りつ　     と　　     しょ　     かん

げつ か すい もく きん ど

月 火 水 木 金 土

平成26年8月の統計西原町立図書館カレンダー

西原町立図書館120第 号

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

第4回西原町ボウリング選手権大会結果
日時 : 7月20日(日)　会場 : T-T BOWLてだこ

各区対抗一般バレーボール大会結果
日時 : 7月27日(日)　会場 : 西原町民体育館

優勝 準優勝 第三位
男子
女子

棚原 与那城
与那城 棚原

翁長

優勝 準優勝 第三位
個人 翁長  聖 崎浜  秀行 崎山  英郁

第11回西原町民ゴルフ祭結果
日時 : 8月31日(日)　会場 : 沖縄カントリークラブ

優勝 準優勝 第三位
個人 比嘉  秀一 石川  栄二 浦崎  茂

平成26年10月

【問合せ・申込み】西原町中央公民館☎945-3657

13日（体育の日）
14日（体育の日の振替）

喜 楽 星７語り庭（かたりなー）喜 楽 星７語り庭（かたりなー）
き　   ら　  ぼし　セブン

第13回 あっとーめーのささやき
10月10日（金）19：00～

・読み聞かせ  ・紙芝居  ・語り  ・手あそび  ・ミニコンサート  ・ブラックライトシアターなど
日時

期間
場所

場所

日時 場所
定員 対象 受付

西原町立図書館 前庭

開館10周年記念事業Ⅲ
「ゆうりきや～のゆんたく」ライブ

　小学校からの幼なじみでコン
ビを結成。テレビ・ラジオ・舞台・

各イベント等で活躍中。城間祐司
さん(写真左)は西原町在住で、図
書館もよく利用しています。

100名 一般 10月15日(水)～（電話でも可）

西原町立図書館 2階集会室10月25日（土）14：00～15：00

読書月間 10月17日～11月16日

『ムーミン展』

　西原町立図書館では全国読書週間(10月27日～
11月9日)より一足早めに、10月17日から読書月間
としてみなさまに“読書の秋”を満喫してもらおう
と考えています。
　今年は子どもから大人まで大人気のムーミン展
を開催します。ムーミンの世界、お楽しみに！

〜著者 トーベ・ヤンソン生誕１００年〜

10月29日(水)～11月11日(火)

西原町立図書館 エントランスホール

KBC学園生徒の作品展

歴史の道を歩く
平成26年度

̶内間御殿から首里城まで̶

西原町教育委員会
教育部生涯学習課文化財係
☎944-4998 FAX944-4997

11月2日(日) 出発 8:30～

内間御殿⇒町内各字の文化財及び首里へ上がる古道⇒首里城到着

旧西原町役場駐車場(予定)

約100名〔参加料 300円(保険料+資料代)〕

※当日は歩きやすい服装・履物でお越しください。

■開 催 日

■ル ー ト

■集合場所

■定　　員

秋空のもと、古道を一緒に歩きましょう。

環 境アートとファッション講 座

　今回は捨ててしまうストッキングを大切な資源と考え、単なるリメイクでな
くアートとして蘇る、目から鱗の心も豊かになるフラワーアートを学びます。

講 師：上 里 幸 子ファッション
デ ザ イ ナ ー

11月14日(金)～12月5日(金)

毎週金曜日13:00～16:00 全4回講座

西原町在住及び在勤、在学者20人

裁縫セット。ミシンをお持ちの方は持参。

無料 ※教材費が別途かかります。

10月6日(月)～11月7日(金)

期 間

対 象 者

準 備

受 講 料

申込期間

子どもしまくとぅば講座随時受講受付中！対象：5歳～小中高校生
HIPHOPダンスサークルができました☆君も一緒におどろう☆

★スポーツ秋アスレチックあそび
11日（土） 14:00～16:00
幼稚園児以上
★防犯教室
14日（火） 16:00～(予定)
★食欲の秋お料理教室
25日（土）
対象小学生以上15名
くわしくは児童館でポスターを見てね。

★簡単ナン作り
11日(土) 10:00～12:00
材料代200円、定員20名 ※申込みが必要です。
★地域対象トランポリン教室
15日(水) 14:00～16:00 
定員30名  ※申込みが必要です。
★3館合同あゆみ&マミーキッズ運動会
22日(水)  10:00～11:30
対象：ファミリークラブ登録者  15日(水)申込締切

★

★

材料代100円 ※申込みが必要です。
1人でもＯＫ。
★

※申込みが必要です。

★スポーツ記録会
4日（土） 14:00～15:30
★みんなでカレーを作ろう
11日(土) 10:00～11:30
材料代100円 ※申込みが必要です。
1人でもＯＫ。親子の参加大歓迎です。
★地域対象トランポリン教室
＆みんなで遊べるゲーム
14日(火) 13:30～15:30 ※申込みが必要です。

090-1944-7034

平成26年10月さわふじ未来ホール　催物ご案内
開催日 曜日 催物名 使用時間 開場 開演 終演 入場料金 主催者 お問い合わせ

5

12

18・19

24

日

日

土・日

金

第2回 ダンススタジオ
AIR HEADS 合同発表会

西原町文化祭

KIZUNA PROJECT☆
VBセミナー in 沖縄

9:00～17：00

9:00～17：00

詳細は16ページをご覧ください

13:00～22:00

13:00 14:00 16:00

13:00 13:30 16:00

18:00 18:30 20:30

￥2,000

￥1,500

￥3,000

海勢頭 豊

ダンススタジオ
AＩR HEADS

西原町文化協会

高田恵子

090-8838-4660
(海勢頭 豊)

070-5417-4155
(與儀 浩光)

098-946-6657

女子優勝：屋我美智代 ハイゲーム：翁長聖(258点)

しろ ま  ゆう じ

問合せ

がんじゅう学び舎
体験活動やＫＹＴ講習等を通して、各地域のリーダー育成を
図る「がんじゅう学び舎」を開催します。

10月11日(土)～13日(月)
玉城少年自然の家(現地集合、解散)
西原町在住の小中学生
10月6日(月)

西原町子ども会育成連絡協議会
☎946-6657

開催日
場　所
対　象
申込期限

問合せ
その他、詳細は下記までお問い合わせください。

～主なプログラム～
○リーダーの心得・レクレーション　○秋の星空観察
○イニシアティブゲーム　○お箸づくりクラフト講習
○キャンプファイヤー　○野外炊飯（カレー作り）


