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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2月1日生涯学習のマスコット

「マナビィ」 第２２６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）･蔵書点検です
しるし　　　　　ひ　　　　　かん　ない　 せい　　り　　び ぞう　しょ　てん　けん

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）

（※変更になる場合もあります。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：2月7日、21日（土）11：00

日 時：2月8日、22日（日）15：00 
英語 DE 遊ぼう！（毎月第2日曜日） 日 時：2月8日（日）11：00

上　映　会　（毎月第3日曜日） 日 時：2月15日（日）11：00

場 所：おはなしのへや

場 所：2階集会室

日

1
8
15
22

2
9
16
23

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

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

22日

14,189点

645点・定期休館日 （毎週月曜日）
・館内整理日 （第3木曜日）
・公　休　日
・蔵 書 点 検

【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12月の統計西原町立図書館カレンダー

西原町立図書館124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2月

11日（建国記念の日）
1月27日～2月5日

平成27年2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 主催者 お問い合わせ
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8

日

土

日

★3館合同親子体操
4日(水)10:30～11：30
講師：又吉健一さん
乳幼児の親子対象
★バレンタインプレゼントづくり
12日(木)～14日(土)
参加費50円。
時間など詳しくは児童館で聞いてね。
★体力自慢大会
21日(土)13：30～15:30
申込みが必要です。

★手作りマフラー
16日(月)～21日(土)15:00～17:00
材料費100円 
申込みが必要です。(定員15名)
★卓球大会
28日(土)10:00～11:30
申込みが必要です。

★毛糸あそび
2月の間、行っています。参加したい
人は児童館で申し込んでね。
★小学生豆まき会
3日(火)16:30～
参加者、鬼役大募集！！
★バレンタインクッキング
12日(木)～14日(土)
参加費100円。申込みが必要です。
（定員15名）

しまくとぅば継承・推進事業
うちなー芝居上演

第9回　教育の日
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西原町教育委員会

西原町教育委員会

098-945-3657

098-945-3655

【お問い合わせ】西原町中央公民館　☎945-3657

平成26年度琉歌碑巡り

一人では続かないことも、仲間がいればがんばれる！
今年は、何か新しいことにチャレンジしてみませんか？

水墨画・フォークダンス・カラオケ・琉球舞踊・
民踊・日本舞踊・オカリナ・大正琴･三線・絵手
紙・生け花・水彩画・社交ダンス・書道・ズン
バ・詩吟・料理・指笛・パソコン・ヒップホップ・
英会話・ヨガ・ストリートダンス・EMなど

　公民館サークルは随時入会することができます。まずは、見
学と体験に来てくださいね。

　西原町中央公民館では、38サークルが月曜日から土曜日まで
活動しています。

武蔵野音楽院

平成26年度 沖縄県読書感想文・感想画コンクール

西原町児童生徒入賞作品展
　コンクールで入賞した町内小中高生の作品を、一堂に展示します。入賞者
やご家族はもちろん、町民のみなさま、ご来館のうえ、ぜひご鑑賞ください。

＜展示期間＞ 2月7日（土）～2月22日（日）　＜展示場所＞ 西原町立図書館1階 エントランスホール

【資料のリサイクル】
　保存期間の過ぎた週刊誌や、受入対象外の寄贈図書
を提供します。　※ただし、無くなり次第終了します。

期  間

場  所

冊  数

2月20日（金）～2月２７日（金）
エントランスホール
1人10冊まで
※手さげ袋等はご自分で用意してください。

特別整理期間（蔵書点検）
≪2月5日（木）まで≫

　お待たせしました。整理期間中は、不便をおかけしましたが、
利用者のみなさまのご理解のもと点検作業等を終え、いよい
よ開館です。みなさまのご利用を心よりお待ちしています。

2月6日（金）10：00 ～ 通常貸出開  館

〓バレンタインデーに関する資料展〓〓バレンタインデーに関する資料展〓 期間：2月７日（土）～2月14日（土）

利用案内（予約・リクエスト）
※予約、リクエストは電話でも受け付けています。　詳しくは、カウンターの職員にお尋ねください。
※資料の貸出準備が整いしだい連絡します。取り置き期間は、一週間です。

・予約とは
　貸出中の図書館資料に予約をすると、当該資料の返
却後に優先的に予約者へ貸出を行います。予約は西原町
立図書館ホームページでも受け付けていますが、この場
合はパスワードが必要です。パスワード未登録の方は、カ
ウンターで直接登録してください。
※予約件数は一度に合計５件まで。　

・リクエストとは
　借りたい図書が当館に所蔵されていない場合、他の図
書館から借り受けて貸出したり（相互貸借）、図書館で購
入して貸出をすることができます。ただし、雑誌、マン
ガ、ＣＤ、ＤＶＤ、ビデオのリクエストは受け付けていま
せん。また図書によっては、相互貸借や購入をお断りす
る場合もあります。ご理解ください。

かきのはな  たけ のぶ

【日　時】 2月22日(日)　8:30～17:00

【講　師】 垣花 武信 先生(元西原町教育委員会教育長)
【対　象】 一般町民40名
【受　付】 2月9日(月)～16日(月)
　　　　 教育部生涯学習課 文化財係 ☎944-4998
【場　所】 沖縄本島北部コース

【参加料】 2,000円程度（昼食代、バス代含む）

町陸上競技場駐車場

「浦々の深さの碑」ほか(名護市)

「宜名真神社」「奥間鍛冶屋」ほか(国頭村)

「塩屋の碑」ほか（大宜味村）

町陸上競技場駐車場

※応募者多数の場合は、抽選となります。

公民館サークル会員募集中
☆ 平成26年度 西原町各区対抗壮年ソフトボール大会 ☆
日時：平成26年11月2日(日)　会場：東崎公園・西原中学校

☆ 第34回中頭郡駅伝競走大会 ☆
日時：平成26年12月14日（日）会場：残波岬公園

順位　町村名
１位　中城村
２位　読谷村
３位　西原町
４位　読谷村B
５位　嘉手納町
６位　北谷町
７位　北中城村

 1区　山入端　　　毅　  3位
 2区　大見謝　彩　虹　  6位
 3区　稲　福　高　菜　  4位
 4区　城　間　敏　昭　  5位
 5区　奥　村　一　輝　  3位
 6区　名　護　　　斉　  3位
 7区　仲　盛　壮大郎　  2位
 8区　大　田　喜　久　  3位
 9区　知　念　陽　介　  4位
10区　谷久保　達　弥　  1位

区間順位西原町代表選手

桃　原
第3位

小波津・翁長区　名 棚　原
優　勝 準優勝

使用時間

9:00～22:00

8:00～19:00

9:00～22:00

無料整理券

無料

無料 080-1897-5201
(伊江 留津美)

武蔵野音楽院
レスナーコンサート

順位　　  氏　　名
 1位　小波津　三　郎
 2位　喜　納　昌　吉
 2位　普天間　朝　徳
 4位　城　間　　　清
 5位　稲　福　恭　助
 6位　城　間　春　子
 6位　安座間　喜　永
 6位　稲　福　敏　子
 6位　大　城　時　乗
10位　与　儀　清　次

町民体育館からのお知らせ
第7回西原町新春パークゴルフ大会
第7回西原町新春パークゴルフ大会が1月18日に開催されました。
約70名の参加があり、盛会に終わりました。成績上位者は以下のとおりです。


