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印の日は休館日です。

【ウンケー】 【ウークイ】

しるし　　　　ひ　　　　  きゅう　かん　　び

印の日は第３木曜日で【館内整理日】のため休館となります。
しるし　　　　ひ かん　ない　せい　　り　　び

図書館
だより

と       しょ     かん

図書館
だより

と       しょ     かん

開　館　日

休　館　日

【火～金】午前10時～午後7時
【土・日】午前10時～午後5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

23日

17,110点

744点
・ 
・  

定期休館日 （毎週月曜日）
館内整理日 （第３木曜日）

※夏休み期間中（8月30日まで）は、
　9時30分に開館します。

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
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にち げつ か すい もく きん ど

月 火 水 木 金 土

平成27年６月の統計西原町立図書館カレンダー

西原町立図書館130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8月

紙芝居
お話会
上映会

（毎月第1・第3土曜日）
（毎月第2・第4日曜日）
（毎月第3日曜日）

【日時】８月１日・15日（土）　11時
【日時】８月９日・23日（日）　15時
【日時】８月16日（日）　11時

【場所】おはなしのへや
【場所】おはなしのへや
【場所】集会室

日　時：
場　所：
対　象：
内　容：

講　師：

開催期間：
内　　容：
　
展示場所：

８月 30 日（日）まで
学校の宿題や自由研究等のため、課題
図書等の展示、貸出を行います。
閲覧室

※夏休み期間中の児童・生徒の調べものや、その他
　学習の支援をいたします。

◇ 日時および上映作品

 
① 8 月 5 日（水）　10：30～
　 「ちゅらうみ（沖縄美ら海水族館への招待）」
② 8 月 12 日（水）　10：30～
　 「トムとジェリー」
③ 8 月 19 日（水）　10：30～
　 「ピノキオ」

 

８月５日（水）　14：00～16：00
集会室
小学校高学年の児童と、その保護者（約10組）
食の安全・安心の知識を身につける講座
　⇒　合成着色料の検出、手作り炭酸飲料
沖縄県消費者生活センター　　島袋　浩明

８月５日（水）　14：00～16：00
集会室
小学校高学年の児童と、その保護者（約10組）
食の安全・安心の知識を身につける講座
　⇒　合成着色料の検出、手作り炭酸飲料
沖縄県消費者生活センター　　島袋　浩明

日　　時：

場　　所：
展示場所：

対　　象：

８月 15 日（土）、21 日（金）
（午前）10：00～12：00
（午後）　2：00～ 4：00
集会室
簡単工作、レク遊び、3,000ピース
つみき、読み聞かせ
図書館に来館する児童と、その保護者。
なお、幼稚園生以下は保護者同伴。

申　　込：不　要

頂点への道
女性はなぜ活躍できないのか

時空超えた沖縄

「衝動」に支配される世界」―我慢しない
消費者が社会を食いつくす─

あなたはこうしてだまされる
―詐欺・悪徳商法 100 の手口―

親子実験教室親子実験教室

夏休み資料展開催中夏休み資料展開催中 夏休み特別企画上映会夏休み特別企画上映会

定期行事定期行事（※変更になる場合もあります。ご了承ください）（※変更になる場合もあります。ご了承ください）

移動児童館（３児童館合同）移動児童館（３児童館合同） 今月の新刊本
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今月の新刊本 出版社
文 藝 春 秋

東洋経済新報社

ダイヤモンド社

燦葉出版社

産経新聞出版

日 時：

場 所：
内 容：

8月7日（金）、14日（金）、21日（金）
　　　　　（21:15集合　21:30出発）
町民交流センター西玄関集合、町内を巡回
車両、または徒歩で町内
を巡回し、子どもたちの
帰宅を促します。

開催日 催　　物
8日（土）
9日（日）

23日（日）

第2回 青少年音楽祭（ダンス）
第2回 青少年音楽祭（合唱・演奏）
グッジョブにしはらわくわくワーク

開場
13：30
13：30
9：30

開演
14：00
14：00
10：00

終演
16：00
16：30
15：30

入場料金 主　催　者
無
無
無

生涯学習課

産業課

お問い合わせ

☎945-5036

☎945-4540

町民体育館からのお知らせ中央公民館からのお知らせ

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8月1日生涯学習のマスコット

「マナビィ」 第232号

坂田児童館 （☎ 944-6308）

★移動児童館　掛保久  22日（土） 14:00～、  町立図書館  15日（土）・21日（金） 10:00～

８月さわふじ未来ホール　催物ご案内

西原児童館 （☎ 945-4393） 西原東児童館 （☎ 944-0976）
★簡単工作ペットボトル風車
　4日（火） 14：00～16：00
　※定員15人です。無料だよ
★花まきすしクッキング
　13日（木） 10：00～12：00
　※持ってくるもの：エプロン、ずきん
　材料代：200円　定員：20人
★手作り木工教室
　19日（水） 13：30～15：30
　材料代：500円　定員：20人

★ダンボールクッキング
4日（火） 10：00～
定員：15人・参加費：100円
※持ってくるもの：エプロン、ずきん

★親子工作教室
7日（金） 10：00～　定員20人
参加費：50円 ※3年生以下は親子参加
講師：やが つぐとし先生

★巨大シャボン玉
11日（火） 10：30～　定員20人
※他にもイベントあり、定員に達し次第〆切
　詳しいことは夏休み特集号をみてね！

★貝がら人形工作会
4日（火） 15：00～17：00
定員：15人　材料代：500円
講師：あらかき もりひろ先生

★さわふじ交流会
8日（土）10：00～12：00
対象：小学生～中学生
講師：こはつ みえこ先生

★ちょきん箱工作会
13日（木）15：00～
定員：20人　材料代：200円

★貝がら人形工作会
4日（火） 15：00～17：00
定員：15人　材料代：500円
講師：あらかき もりひろ先生

★さわふじ交流会
8日（土）10：00～12：00
対象：小学生～中学生
講師：こはつ みえこ先生

★ちょきん箱工作会
13日（木）15：00～
定員：20人　材料代：200円

第35回 青少年健全育成一斉行動 夜間巡回指導実施中!

★平成27年度 各区対抗卓球大会★★平成27年度 各区対抗卓球大会★
日時：6月21日（日）　　会場：西原中学校武道場

西原町青少年健全育成協議会
　☎945－5036

問合せ

西原町中央公民館
　☎945－3657

問合せ・申込先

西原町青少年健全育成協議会
　☎945－5036

問合せ

　7月15日（水）にさわふじ未来ホールで、第35回西原町青少年健全
育成総決起大会を開催しました。約300名の方に参加をいただき、青
少年の主張発表やネット問題に関する講演、大会宣言を行いました。
　大会終了後には、西原高等学校マーチングバンド部を先頭に街頭
パレードを行い、青少年の非行防止や健全育成を呼びかけました。
　また、7月17日（金）には、一斉夜間巡回指導を行い、青少年に帰宅
を促しました。

街頭パレード街頭パレード 大会宣言大会宣言

　「地域の子どもは地域で守る」を合言葉に、下記のと
おり、夜間巡回指導を実施しています。
　みなさまのご参加宜しくお願いします。

優 勝 準優勝 第三位
小那覇区　名 平　園 小波津

★平成27年度 各区対抗バスケットボール大会★★平成27年度 各区対抗バスケットボール大会★
日時：6月21日（日）　　会場：西原町民体育館

優 勝 準優勝 第三位
上原

内間団地
男　子
女　子

小波津団地
棚原

森川・棚原
翁長

★第12回 西原町ソフトテニス大会★★第12回 西原町ソフトテニス大会★
日時：6月21日（日）　　会場：西原町民テニスコート

優　勝
干川良太・知名定之 組

田場杏花・玉那覇朱理 組

準優勝
山口達矢・玉城夢仁 組

根間和香奈・上江洲康子 組
男子
女子

BI美☆ウォーキング
すてきな歩き方、身なり講座

町 民 囲 碁 大 会

■日　時：8月7日（金）～10月16日（金） 14：00～16：00
■対　象：西原町在住・在勤・在学者　20人
■講　師：あらかき　咲十美
■申込期間：7月13日（月）～ 8月6日（木）

■日　時：8月7日（金）～10月16日（金） 14：00～16：00
■対　象：西原町在住・在勤・在学者　20人
■講　師：あらかき　咲十美
■申込期間：7月13日（月）～ 8月6日（木）

■日 時：9月５日（土） 9：00～16：00
■対 象：西原町在住・在勤・在学者　50人
■参加費：500円（お弁当代）
■申込期間：8月10日（月）～9月１日（火）

■日 時：9月５日（土） 9：00～16：00
■対 象：西原町在住・在勤・在学者　50人
■参加費：500円（お弁当代）
■申込期間：8月10日（月）～9月１日（火）

※電話申込み可　※ヨガマットをご持参下さい。

※当日申込み不可※当日申込み不可

毎週金曜日
全10回
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