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　今回の定期行事の上映会は、「しまく
とぅば展」の開催も勘案し、大人向けで
はありますが、郷土劇を準備いたしまし
た。多くの県民に愛され、ほとんどの方
がご存知の秀逸なこの作品を、どうぞ
お楽しみください。

西原町史第８巻資料編７
『西原町の言語』

　西原町の方言を記
録保存することを目的
に、平成22年に刊行さ
れました。生活の場で
使われていた西原のし
まくとぅば「人間関係、
身体、動物、植物、衣類

と暮らし、食生活と道具、住居と暮らし、生
業、民俗、自然、空間、時間、数量、代名詞、
形容詞、動詞、擬声擬態語」で構成された
西原町の方言の分類辞典です。

しまくとぅば展
　「しまくとぅばの日  ９月18日」の啓発及びしまく
とぅばの普及、促進のために資料展を開催します。

く とぅば

・しまくとぅばであそぼう
・西原町史８巻
　西原町の言語
・「ワラビー読み聞かせ
劇場」の展示

・その他

・CD「うちなーぐちラー
ニング」
・DVD「歌えマチグヮー」
・その他

印の日は休館日です。
【21日】敬老の日、【22日】国民の休日、
【23日】秋分の日、【24日】21日の定期休館日が
敬老の日にあたるため、その振替休日

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

25日

20,489点

820点
・ 
・  

定期休館日 （毎週月曜日）
館内整理日 （第３木曜日）

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

平成27年７月の統計西原町立図書館カレンダー

西原町立図書館131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9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

講座名：いきいきとしたシニアライフを支えるために ～年金や相続について～

【日時】9月5日・19日（土） 11時
【日時】9月13日・27日（日） 15時
【日時】9月20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
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にち げつ か すい もく きん ど

月 火 水 木 金 土

【日　　時】
【場　　所】
【講　　師】
【定　　員】
【申込期間】
【入 場 料】
【申 込 先】

〈上映作品〉　丘の一本松
〈上映日時〉　9月20日（日）　11：00
〈上映場所〉　集会室

9月12日（土）　14：00～16：00
集会室
大城　人志（沖縄県金融広報アドバイザー）
50名
8月26日（水）～　※定員に達し次第締め切ります。
無料
西原町立図書館　☎944－4996

9月12日（土）　14：00～16：00
集会室
大城　人志（沖縄県金融広報アドバイザー）
50名
8月26日（水）～　※定員に達し次第締め切ります。
無料
西原町立図書館　☎944－4996

【期　　間】
【展示資料】

9月10日（木）～9月20日（日）9月10日（木）～9月20日（日）

おおしろ ひと し

図書資料　約160点 AV資料 23点

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）

図書館講座の開催図書館講座の開催

祭祭

開催日 催　　物
6（日）

13（日）
20（日）
27（日）

南新物産 35周年記念特別公演
尚円王生誕600年記念事業 記念シンポジウム

産学官包括連携協定締結 1周年記念講演会

開場
12：30
13：30
13：30
13：30

開演
13：00
14：00
14：00
14：00

終演
16：00
16：00
15：30
17：00

入場料金 主　催　者
￥3,000

無料
￥2,200

無料

玄米クリニック
西原町商工会

南新物産

☎944-6663（森田）
☎945－6136
☎889－4007
☎944－4998西原町教育委員会

生涯学習課 文化財係

子育て講演会「心の終戦記念日 2015」
～世界からいじめが消える日～

お問い合わせ

町民体育館からのお知らせ中央公民館からのお知らせ

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9月1日生涯学習のマスコット

「マナビィ」 第233号

坂田児童館 （☎ 944-6308）

９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）
★３館合同親子体操
　16日（水） 
　時間：10：30～11：30

講師：またよし けんいち先生
　※乳幼児の親子対象です。
★敬老の日のプレゼント作り
　17日（木）～19日（土）

時　間：15：00～17：00
材料費：50円

　※早めに申込みをしてね。

★３館合同文化講座「昆虫きり絵」
　5日（土） 14：00～16：00

講師：よしみね ゆうじ先生
　定員：15人（達し次第締め切りです）
★敬老の日プレゼント作り
　12日（土）～16日（水） 15：00～17：00

時　間：15：00～17：00
材料費：50円（1セット）  定員：30人

　※早めに申し込みしてください。
★マミーキッズ募集中
　毎週水曜日 10：30～11：30

対象：乳幼児親子（季節に合った行事・リ
トミック・体操、色々な事を楽しみます）

★児童トランポリン
　9月3日（木）～4日（金） 15：00～16：15
　※ズボンをはいてきてね。
★おもしろスポーツ大会
　9月14日（月） 11：00～15：00

材料費：無料
★敬老の日製作  脳トレカード
　17日（木）～19日（土）
　15：00～17：00

材料費：50円
定員：30人

　※申し込みしてね

★児童トランポリン
　9月3日（木）～4日（金） 15：00～16：15
　※ズボンをはいてきてね。
★おもしろスポーツ大会
　9月14日（月） 11：00～15：00

材料費：無料
★敬老の日製作  脳トレカード
　17日（木）～19日（土）
　15：00～17：00

材料費：50円
定員：30人

　※申し込みしてね

文化財だより＜ウマチー綱＞

★平成27年度 西原町各区対抗野球大会★★平成27年度 西原町各区対抗野球大会★
日時：6月28日（日）・7月5日（日）
会場：東崎公園・南西石油球場

　町内の夏まつりといえば、やはり綱引き。
　町内では現在、10の字でウファチ綱（旧6月25日）が引かれます。この綱引きとは別に、6月ウマチー

（旧6月15日）には子どもたちが引くウマチー綱があることをご存知ですか？今年も小波津と我謝で行
われましたので、そのようすを紹介します。
　我謝のウマチー綱は、我謝児童公園の広場で18時30分頃から始まりました。ウファチ綱と比べると
、小さくてかわいい綱です。男子は雄綱（リンゴー）、女子は雌綱（ウフカー）に分かれ、銅鑼（どら）と

鐘の音に合わせて頭を寄せ、カヌチ棒が入ると一斉に引きます。一回目は、なかなか勝負がつかない大
熱戦でしたが、雄綱が勝利しました。二回目と三回目は助っ人（お母さん）が入った雌綱の勝利でした。
　小波津のウマチー綱は、小波津公民館近くの拝所の前で19時頃から始まりました。子どもたちによっ
て2本の旗頭の演舞が行われた後、棒術の演舞が披露されました。「小波津の棒」はこうして継承されて
いくのですね。綱引きは、男女に分かれ、一回目は女子（雌綱）の勝利、二回目は男子（雄綱）の勝利となり
ました。この後、北と新島（新島の勝利）、子どもと大人（子どもの勝利）の対戦も行われました。
　ウマチー綱の主役は子どもたちです。みな、一生懸命歯を食いしばって引いている姿が印象的でした
。綱引きが近づくと子どもたちもチムワサワサー（胸騒ぎ）するのかな？

　町内の夏まつりといえば、やはり綱引き。
　町内では現在、10の字でウファチ綱（旧6月25日）が引かれます。この綱引きとは別に、6月ウマチー

（旧6月15日）には子どもたちが引くウマチー綱があることをご存知ですか？今年も小波津と我謝で行
われましたので、そのようすを紹介します。
　我謝のウマチー綱は、我謝児童公園の広場で18時30分頃から始まりました。ウファチ綱と比べると
、小さくてかわいい綱です。男子は雄綱（リンゴー）、女子は雌綱（ウフカー）に分かれ、銅鑼（どら）と

鐘の音に合わせて頭を寄せ、カヌチ棒が入ると一斉に引きます。一回目は、なかなか勝負がつかない大
熱戦でしたが、雄綱が勝利しました。二回目と三回目は助っ人（お母さん）が入った雌綱の勝利でした。
　小波津のウマチー綱は、小波津公民館近くの拝所の前で19時頃から始まりました。子どもたちによっ
て2本の旗頭の演舞が行われた後、棒術の演舞が披露されました。「小波津の棒」はこうして継承されて
いくのですね。綱引きは、男女に分かれ、一回目は女子（雌綱）の勝利、二回目は男子（雄綱）の勝利となり
ました。この後、北と新島（新島の勝利）、子どもと大人（子どもの勝利）の対戦も行われました。
　ウマチー綱の主役は子どもたちです。みな、一生懸命歯を食いしばって引いている姿が印象的でした
。綱引きが近づくと子どもたちもチムワサワサー（胸騒ぎ）するのかな？

優 勝 準優勝 第三位
上　原区　名 小波津団地 小橋川・呉屋

★平成27年度 西原町各区対抗ボウリング大会★★平成27年度 西原町各区対抗ボウリング大会★
日時：7月12日（日）　　会場：ギノワンボウル

優 勝 準優勝 第三位
呉　屋区　名 小波津 桃原・内間団地

優 勝 準優勝 第三位
翁 長

新垣　直哉
瀬良垣孝子

区 名
男　子
女　子

森 川
安座間喜得
大城美代子

平 園
瀬良垣世堅
新垣　綾乃

★平成27年度 西原町各区対抗ソフトボール大会★★平成27年度 西原町各区対抗ソフトボール大会★
日時：7月26日（日）　　会場：東崎公園・西原中学校

■期　間：９月１日（火）～９月23日（水）
■場　所：西原町中央公民館 展示廊下
■期　間：９月１日（火）～９月23日（水）
■場　所：西原町中央公民館 展示廊下

■申込期間：９月３日（木）～14日（月）■申込期間：９月３日（木）～14日（月）

■日 時：9月15日（火）、29日（火）、10月13日（火）
　　　　 20日（火）、27日（火）の14時～16時
■場　所：2階 小ホール
■対　象：西原町在住、在勤、在学の女性30人
■講　師：上田 美紀（うえだ みき）
■準　備：ストレッチ素材の服、ヨガマット、タオル、水筒
■問合せ：☎945-3657　FAX.945-4016

■日 時：9月15日（火）、29日（火）、10月13日（火）
　　　　 20日（火）、27日（火）の14時～16時
■場　所：2階 小ホール
■対　象：西原町在住、在勤、在学の女性30人
■講　師：上田 美紀（うえだ みき）
■準　備：ストレッチ素材の服、ヨガマット、タオル、水筒
■問合せ：☎945-3657　FAX.945-4016

※電話による申込可※電話による申込可

入場無料
（（（（火火火火火火）））） （（（（水）水）水）水）水）水）

世 界 の 貝 展

Shanti
Yoga

与那嶺  力（よなみね つとむ）氏

女性の為のヨガレッスン 全
５
回

小波津のようす小波津のようす

我謝のようす我謝のようす
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