
町民体育館からのお知らせ中央公民館からのお知らせ

　

平成28年6月さわふじ未来ホール・中ホール　催物ご案内 
主催者 問合せ催　物　名 開場 開演 終演 料金開催日

　

坂田児童館（☎ 944-6308） 西原児童館（☎ 945-4393） 西原東児童館（☎ 944-0976）

★3館合同親子体操　15日（水）～18日（土） 10：30～11：30　場所：坂田児童館　対象：乳幼児親子

★4日（土）は館内消毒のため、1日閉館
　※プレイルームは、3日（金）16：00～
　　消毒のため使えません。        
★移動児童館         
　11日(土)10：00～12：00  
　　　　　14：00～16：00        
　場所：町立図書館         
★父の日のプレゼント作り
 　16日（木）～18日（土）       
 　参加費：50円
　※詳しくは児童館まで

★父の日のプレゼント作り
 　13日（月）～18日（土）       
 　参加費：50円　定員：20名
★トランポリン
 　25日（土）　14：00～15：30
 　※必ずズボンをはいてきてね
★マミーキッズまだまだ募集中！
　 毎週水曜日10：30～11：30       
 　乳幼児の親子対象       
 　季節の行事、制作など　
　気軽に遊びに来て下さい♪

★平和の読み聞かせ
　「さわふじの木の下で」（大型紙芝居）
　15日(水)10：00～
　場所：西原東幼稚園
★トランポリン
　24日(金)15：00～16：30
　※幼稚園生以下は保護者同伴
　※必ずズボンをはいてきてね
★父の日プレゼント作り
　13日(月)～15日(水)
　材料費：50円　定員：15名
　定員に達し次第、締め切ります。

平和講演会 18:00 20:0018:30 無料30（木） 西原町中央公民館 945-3657

★ 西原町体育協会 大会予定 ★★ 平成28年度 中央公民館主催講座・事業館内★
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西原町ソフトテニス大会（一般の部）
（町民テニスコート）

西原町各区対抗バスケットボール大会
（町民体育館アリーナ）

西原町空手道・古武道大会
 （町民体育館武道館）

沖縄県各区対抗野球大会
（南西石油野球場・東崎公園ソフトボール場）

西原町民バドミントン選手権大会
（町民体育館アリーナ）

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28年6月1日生涯学習のマスコット

「マナビィ」
第242号

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
西原東児童館平成28年6月1日生涯学習のマスコット生涯学習のマスコット

「マナビィ」
第242号

図書館
だより
と       しょ     かん

図書館
だより
と       しょ     かん

TEL.944-4996
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西原町立図書館140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

印の日は休館日です。
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

開　館　日

休　館　日

【火～金】午前10時～19時
【土・日】午前10時～17時

・ 
・
・  

定期休館日 （毎週月曜日）
館内整理日 （毎月第３木曜日）
慰霊の日（23日）

にし　はら　ちょう　りつ　 と　　しょ　かん

西原町立図書館カレンダー 平成28年6月
開館日数
来館者数
貸出点数
1日平均貸出点数

24日
14,174名
14,908点
622点

平成28年4月の統計

日
にち げつ か すい もく きん ど

月 火 水 木 金 土

【定期行事】【定期行事】

平成28年4月より「紙芝居」は「おはなし会」のなかで適時、行うことになりました。

※その週で行事が重なる場合には、変更がありますのでご了承ください。

おはなし会 週1日（土または日） 場所：おはなしのへや
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【お問い合わせ】　西原町民体育協会（西原町民体育館内）　☎945-8095【お問い合わせ】　中央公民館　☎945-3657

【お問い合わせ】　西原町青少年健全育成協議会　☎945-5036 【お問い合わせ】　県立石川青少年の家　☎964-3263

※詳細は、毎月生涯学習だよりで掲載していきます。

※定員になり次第、締め切ります。

平和月間
　【 津波信一講演会、髙江洲善清 壕めぐり
　　　　　　　中山きく 白梅学徒隊戦跡めぐり 】
夏休み子供講座（小学生低学年対象）
夏休み子供講座（小学生高学年対象）
夏休み子供野外講座（中・高校生対象）

文教大学　（シニア対象）
囲碁大会　（一般対象）

男性講座　（男性対象）

暮らしに役立つ教養講座（一般対象）

夜間巡回指導ボランティア募集夜間巡回指導ボランティア募集 自然とふれあう家族の集い
「親子で野外料理に挑戦しよう」

　西原町青少年健全育成協議会では、青少年の非行防止や
事件・事故から守るため、毎月第３金曜日、夏休み期間の毎
週金曜日に西原町内を車両または徒歩で巡回し、青少年に
帰宅を促しています。
　みなさまのご理解ご協力を宜しくお願いします。

集合場所 ： 西原町役場 町民広場西玄関 
日    　時 ： ①毎月第三金曜日
　　　　　②夏休み期間の毎週金曜日

　集合/21：15　巡回/21：30～23：00
持  ち  物 ： 懐中電灯
備    　考 ： 雨天時は中止となります。
　　　　   歩きやすい服装で参加をお願いします。

日    　時 ： 7月16日（土）～17日（日）
場　　所 ： 県立石川青少年の家
対　　象 ： 小学生以上の家族15組程度
料　　金 ： 1人 2,000円
内　　容 ： どんぐり工作、キャンプファイヤー、
　　　　　ダッチオーブン料理（ローストポーク）、
　　　　　ボンファイヤー、石川岳登山
募　　集 ： 7月5日（火）～12日（火）

　登山・野外料理・宿泊等の体験を通して家族のこころの絆を
深めるとともに自然とのふれあいを楽しみ、自然を愛する豊か
な心を育てるために親子体験事業を開催します。

上映会 場所：集会室

日時 ： 6月 4日（土）　11：00～
日時 ： 6月12日（日）　11：00～
日時 ： 6月26日（日）　11：00～
日時 ： 6月19日（日）　11：00～毎月第3日曜日

☆期　日　　６月17日（金）～６月30日（木）
☆場　所　　閲覧室（西原町立図書館１階）
☆内　容　　（１）西原町関連資料の展示
　　　　　　　・「西原町戦争資料紹介ポスター」  ・「戦争体験証言集・平和への証言」
　　　　　　　・「西原町遺族会記念誌４０年のあゆみ」  ・「西原町史第3巻 資料編 西原の戦時記録」
　　　　　　　・「戦世を生き延びて」 ・「太平洋戦争・沖縄戦 西原町世帯別被災者記録」  ・「体験手記」
　　　　　　（２）戦争平和関連資料の展示・・・「平和を考える資料」
　　　　　　　・図書  ・絵本  ・紙芝居  ・戦争写真集  ・ＣＤ  ・ＤＶＤ

平和資料展 ～資料で知る戦さ世～
い く    さ　   ゆー

８　　琉球的哀華　　　　　　　　　　　　　ＣＤ

資　　料　　名資　　料　　名 備　考備　考

ＤＶＤ

１　　戦場の童（イクサバ　ヌ　ワラビ）　　　ＤＶＤ　　６　　さとうきび畑の唄　　　　　　　　　　ＤＶＤ
２　　ウミガメと少年 　 　　　　　　ＤＶＤ　　７　　やーさん、ひーさん、しからーさん　　　 ＤＶＤ
　
　　　　　 　
４　　対馬丸のお友達へ 　 　　　　　　ＤＶＤ　　９　　ふじの花　　　　　　　　　　　　　　 ＣＤ
５　　かんからさんしん 　 　　　　　　ＤＶＤ　　10　　オキナワ メモリアル ネーネーズ　　　　 ＣＤ

沖縄の証言　　１フィートの映像3 戦争体験者の証言でつづる

【日　時】　6月15日（水）  10：00～17：00（16：00受付終了）
【場　所】　集会室（西原町立図書館２階）
【相談例】

生活に困っている方のための

～１人で悩まないで！ お気軽にご相談ください～
【お問い合わせ】　（公財）沖縄県労働者福祉基金協会　南部就職・生活支援パーソナルサポートセンター　☎917-5407

相談無
料・

予約不
要

・雇い主とのトラブル   ・就職がなかなかできない
・こころの悩み   ・ニート、引きこもり  ・家賃が払えない  
・生活費に困っている  ・貸付について
・法律家に相談したい[多重債務、不動産、相続、交通事故など]

なんでも相談室


