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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27年1月1日生涯学習のマスコット

「マナビィ」 第２２５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（毎月第3木曜日）･特別整理期間です
しるし　　　　　ひ　　　　　かん　ない　 せい　　り　　び とく　べつ　せい　  り　   き　  かん

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）
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図書館
だより
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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：1月17日(土)11：00 

日 時：1月11日(日)・25日（日）15：00 
えいごＤＥあそぼう！（毎月第2日曜日） 日 時：1月11日(日)11：00

上　映　会　（毎月第3日曜日） 日 時：1月18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

24日

17,083点

712点
・定期休館日 （毎週月曜日）
・館内整理日 （第3木曜日）
・年　始　休
・公　休　日
・振　替　休
・特別整理期間

【土・日】午前10時～午後5時

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11月の統計西原町立図書館カレンダー

西原町立図書館123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

平成27年1月

1日、2日、3日
12日（成人の日）
13日
27日～2月5日（木）

平成27年1月さわふじ未来ホール　催物ご案内
開催日 曜日 催物名 開場 開演 終演 入場料金等 主催者 お問い合わせ

11

17・18

24

日

土・日

土

関係者

無料

お正月遊び  １０日（土）
14時～16時　申込みが必要です。
おたのしみ会  １７日（土）
13時～16時
申込みが必要です。無料。
詳しくはポスター、チラシを見てね。

世代交流(アガラサー作り)  21日(水)
15時～16時30分
申込みが必要です。無料。
定員20名までです。

お正月遊び  5日(月)・6日(火)
14時～16時。無料

30周年おめでとう・お楽しみ会
24日(土)13時～16時30分
詳しい事はポスター・チラシを見てね。

世代交流会(ムーチー作り)
31日（土）

お正月遊び  10日(土)
14時～16時。無料。
コマまわし大会・かるた会

世代交流会  23日(金)
10時30分～12時
郷土のおやつ作り

児童豆まき会  28日(水）
16時～17時

図 書 館 講 座

平成27年　成人式

第7回　西原町の産業まつり

「ペコロスの母に会いに行く」
映画上映会
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生涯学習課

産業課

098-945-5036

098-945-4540

098-946-6657

公民館清掃へのご協力ありがとうございました

【申込み・問合せ】西原町中央公民館  ☎945-3657

あけまして おめでとう ございます
今年も多くの方々 のご利用をお待ちしています。

年 始 の 開 館 時 間
１月4日(日)12：00～17：00

※年末年始の休館にともなう開館準備のため、午後からの開館になります。

■ ■ 特別整理期間（蔵書点検）のおしらせ ■ ■
1月27日（火）～2月5日（木）まで「蔵書点検」のため、休館させ
ていただきます。
　点検期間中は不便をかけますが、みなさまのご理解とご協力をよろし
くお願いします。
　蔵書点検期間中の本の返却は、ブックポストへ。CD・DVD・ビデオなど
の視聴覚資料の返却は専用のシルバー色の返却ポストへお願いします。

【日　時】平成27年1月17日（土）14：00～15：30
【場　所】西原町立図書館 ２階集会室
【講　師】名城佳枝氏 沖縄県金融広報アドバイザー
【テーマ】大人のためのお金と生活の知恵
【定　員】30名～50名
【受付開始】1月4日(日) 図書館のカウンターで直接、または電話でお申込みください

【問合せ】西原町立図書館　☎944-4996

お正月･干支に
関する資料の展示
1月8日（木）まで。

1月8日（木）～1月18日（日）
●「自分」の壁 〈養老孟司〉
●もし僕がいま25歳なら、こんな50のやりたいことがある。〈松浦弥太郎〉
●叱られる力 〈阿川佐和子〉
●わたしはマララ 〈マララ・ユスフザイ 金原 瑞人・西田佳子訳〉
●走れ！移動図書館　本でよりそう復興支援 〈鎌倉幸子〉
●翔ぶ少女 〈原田マハ〉
●クラスメイツ（前期・後期） 〈森 絵都〉
●嫌われる勇気 〈岸見一郎 古賀史健〉
●鹿の王（上）生き残った者・（下）帰って行く者 〈上橋菜穂子〉
●１％の力〈鎌田 實〉
●21歳男子、過疎の山村に住むことにしました 〈水柿大地〉
●おとなの教養〈池上 彰〉

●向かい風で飛べ！ 〈乾 ルカ〉
●本当に怖い！薬物依存がわかる本 〈西 勝英〉
●東大卒プロゲーマー 〈ときど〉
●あなたはまだ本気出してないだけ 〈小玉 歩〉
●いのちの花 〈向井愛実〉
●心の力 〈姜 尚中〉
●ポケットに物語を入れて 〈角田光代〉
●ペナンブラ氏の24時間書店 〈ロビン・ストーン、島村浩子訳〉
●宇宙を目指して海を渡る 〈小野雅裕〉
●花のベッドでひるねして 〈よしもとばなな〉
●ハケンアニメ！ 〈辻村深月〉
●紙つなげ！彼らが本の紙を造っている 〈佐々涼子〉

2015 若い人に贈る読書のすすめ 掲載図書一覧 読書推進運動協議会

平成26年度

かきのはな たけのぶ

【日　時】 平成27年2月22日（日） 8:30～17:00

【講　師】 垣花 武信 先生（元町教育委員会教育長）

【対　象】 一般町民 40名

【受　付】 平成27年2月9日(月)～16日(月) ※詳細は2月号でご案内します。

【場　所】 沖縄本島北部コース（宜名真神社ほか）

【参加料】 2,000円程度（昼食代、バス代含む）

【問合せ】 教育部生涯学習課 文化財係 ☎944-4998

　　　　 ※応募者多数の場合は、抽選となります。

　今年は、尚円王ゆかりの地などを訪
ね、歌三線、舞踊を楽しみながら本島北
部を巡ります。

琉歌碑巡り

【日　時】平成27年2月7日(土)16:00～
　　　　西原町教育の日の全体会(3ページ)プログラム内で実施します。

【場　所】さわふじ未来ホール

【表彰区分】善行青少年（個人・団体）、青少年育成功労者（個人・団体）、
　　　　スポーツ優良者（個人・団体）、文化活動優良者（個人・団体）

【問合せ】西原町青少年健全育成協議会 ☎945-5036

平成26年度
青少年育成功労者表彰
　この１年の間がんばった青少年等の功績を讃えるた

め、下記のとおり表彰を行います。みなさまのご来場と激

励を宜しくお願いします。

いい正月でぇーびる
　　　　　平成２６年は、しまくとぅば講座、親子講座、高齢者講
座、教養講座など14の講座を開催しました。サークルも現在は、38
団体が活動しています。今年も町民のみなさまのニーズに対応し
た講座を開催していきます。 ゆたさるぐとぅ うにげーさびら☆

　12月21日に行われた公民館のボランティア清掃に、沢山のご参
加をいただきました。、誠に、ありがとうございました。みなさまの
ご協力でちゅらーくないびたん。いっぺーにふぇーでーびたん。

　ズンバサークルAmiga(アミーガ)ができま
した。元気一杯！明るく楽しい仲間と一緒に、気持
ちよく体を動かしませんか！  

第66回沖縄県民体育大会 市郡対抗総合成績表
男女総合成績 女子総合成績

　中頭郡は14市郡中、男女総合3位・女子総合優勝という
素晴しい成績をおさめることが出来ました。
　中頭郡代表として西原町からは、ボウリング・バスケッ
トボール・卓球・軟式野球・空手古武道・テニス・ゴルフ・
剣道・ソフトテニス・バドミントン・バレーボール・サッカ
ー・陸上競技に70名余りの選手が出場しました。

順位
優勝
2位
3位

市郡
沖縄市
那覇市
中頭郡

順位
優勝
2位
3位

市郡
中頭郡
沖縄市
浦添市

一般(前売り)
1,000円

子ども500円

西原町ＰＴＡ連合会
西原町子ども会育成連絡協議会


