
運玉義留と

油喰坊じゃー

運玉義留と

油喰坊じゃー
町民体育館からのお知ら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中央公民館からのお知らせ

平成28年9月さわふじ未来ホール　催物ご案内
主 催 者 問 合 せ催　物　名 料 金終 演開 演開 催 日

坂田児童館（☎ 944-6308） 西原児童館（☎ 945-4393） 西原東児童館（☎ 944-0976）
●敬老の日制作         
　15日(木）、16日（金）15:00～16:00
　17日（土）10：00～11：00
　材料代　50円
　定　員　30人　※要申込

●敬老の日のプレゼント作り
　12日（月）～17日（土）14：00～15：00 
　材料代　50円
　定　員　20人
★マミーキッズ後期も募集します
 　乳幼児の親子対象
　 9月7日（水）からスタート
　遠足・運動会などのイベントも有り
　気軽に遊びに来て下さい♪

水谷修氏(夜回り先生)講演会 13:00 15:0013:30 1,500円10日（土） 島尻青年会議所 090-4359-7495(城間)
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TEL.944-4996
ホームページ：http://library.town.nishihara.okinawa.jp/
Eメール : library＠town.nishihara.okinawa.jp

FAX.944-4997

にし　  はら　   ちょう　    りつ　    と　　    しょ　    かん

西原町立図書館143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

開　館　日
【火～金】午前10時～19時
【土・日】午前10時～17時
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西原町立図書館カレンダー 平成28年9月

開館日数

来館者数

貸出点数

1日平均貸出点数

平成28年7月の統計
日
にち げつ

月
げつ か すい もく きん ど

月 火 水 木 金 土

【定期行事】【定期行事】※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（児童コーナー隣）
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【お問い合わせ】　中央公民館　☎945-3657

【お問い合わせ】　西原町子ども会育成連絡協議会　☎946-6657

【お問い合わせ】　教育部生涯学習課　☎945-5036

【お問い合わせ】　教育部生涯学習課 文化財係　☎944-4998

特別上映会 場所：集会室（運玉義留と油喰坊じゃー）

日時 ： 9月 3日（土）　11：00～
日時 ： 9月11日（日）　11：00～
日時 ： 9月25日（日）　11：00～
日時 ： 9月16日（金）　15：00～毎月第3日曜日

25日

20,605名

18,764点

751点

移動児童館の開催
【一般・新着本紹介】

〈3児童館合同〉

開 場

日　時 ： 9月10日（土）　10：00～16：00
場　所 ： 西原町立図書館・２階集会室
内　容 ： 簡単工作、3000ピースつみき、
　　　    児童館のおもちゃ紹介　他
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海の見える理髪店　<H28年度直木賞受賞>

年収を上げる読書術　―当たり前のことなのに上位３％しかやっていないー

10年後に後悔しない保険の選び方・使い方

スマート防災　―災害から命を守る準備と行動―

うちの食べてくれない困ったちゃんが楽しく食べる子に変わる本

掃除は「ついで」にやりなさい！　－“世界一”のカリスマ清掃員が教えるー

集英社

大和書房

幻冬舎

ぎょうせい

日本文芸社

主婦と生活社

書　籍　名 出　版　社
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毎日すること、ときどきすること。

完全図解・海から見た世界経済

世界でもっとも貧しい大統領ホセ・ムヒカの言葉

世界一清潔な空港の清掃人

40歳からは股関節と肩甲骨を鍛えなさい！－太らない！疲れない！若返る！－

インターネットの法律とトラブル解決法　第３版－上手に利用するために必ず知っておきたいー

講談社

ダイヤモンド社

双葉社

朝日新聞出版

世界文化社

自由国民社

★トランポリン
　9日(金）15:00～16:30
　※かならずズボンできてください。
　※幼稚園生までは保護者同伴
★マミーキッズ（お誕生会）
　23日(金）　10:30～11:30
★敬老の日のプレゼント作り
　12日（月）～16日（金）　15:00～16:30
　手作りで感謝しましょう！
　材料代　100円　定　員　20人

第17回西原町空手・古武道大会
日時 : 6月19日(日)　　会場 : 町民武道場

平成28年度西原町各区対抗野球大会
日時 : 6月26日、7月3日・10日　　会場:東崎公園ソフトボール場

平成28年度西原町各区対抗ボウリング大会
日時 : 7月10日(日)　　会場 : ギノワンボウル

女子個人形 サム チャンバ
翁長　俊行

壮年男子サイ
成年男子棒

古堅　浩司
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優　　勝

優　　勝 準　優　勝 第　3　位

準　優　勝 第　3　位

平　武蔵成年男子個人形
女子個人形 仲本　ひろみ

渡慶次　憲一
女子棒
壮年男子棒

サム チャンバ
古堅　浩司壮年男子個人形

成年男子サイ 平　武蔵
仲本　ひろみ

成年男子個人組手
男子団体組手

比嘉　育哉
玉城道場女子サイ

区　名

区　名
男　子
女　子

小波津団地
稲福　秀貴
金城　英子

兼　久

翁　長
崎山　英郁
大城　伸子

小波津
新垣　直哉
稲福　裕子

小橋川 小那覇・上原

◆ 開  催  日　10月8日(土)
◆ 時　　間　9：00～受付開始
◆ 場　　所　西原町中央公民館　大ホール
◆ 参  加  料　500円（昼食代含む）
◆ 試合方法　個人戦（各パートの試合・１人４試合以上行なう）
◆ 申込期間　9月5日（月）～27日（火）
◆ 申込方法　申込用紙に記入後、参加料とともに
　　　　　　中央公民館窓口で申込み。
※中央公民館で申込み用紙、配布中
※当日の飛び入り参加は、原則として認めません。

◆ 開催期間　9月17日(土)～10月29日（土）
　　　　　　※毎週土曜日（予備日含む）
◆ 場　　所　西原町図書館２F 集会室
◆ 時　　間　13：00～15：00（2時間）
　　　　　　※講座により時間変更あり
◆対　　象　文化財ガイドとして活動いただける方。
　　　　　　町内外、老若男女を問いません。
◆ 申込期間　9月1日（木）～16日（金）
※講座日程・内容などの詳細はお問い合せください。

西原町民
囲碁大会
西原町民
囲碁大会

あなたの力で成人式を盛り上げよう！あなたの力で成人式を盛り上げよう！あなたの力で成人式を盛り上げよう！あなたの力で成人式を盛り上げよう！

がんじゅう学び舎

西原町文教のまちガイド養成講座西原町文教のまちガイド養成講座

◆日　時　10月8日（土）～10日（月）
◆場　所　玉城青少年の家
◆対　象　町在住の小学校4年生～中学生　※定員40人
◆内　容　野外宿泊体験
◆参加費　2,500円　※申込時に支払い
◆申　込　9月21日（水）までに下記連絡先へ

●３館合同親子体操　14日（水）10：30～11：30　対象：ファミリークラブ登録者　場所：坂田児童館
●３館合同親子リトミック　28日（水）10：30～11：30　対象：ファミリークラブ登録者　場所：坂田児童館

西原町の歴史や文化等の説明ができるガイドを養成することで
西原町を広くアピールする一助となることを目的とします。

　成人を迎えるみなさま。人生の節目である成人式をいい式典にす
るため「成人式実行委員」を大募集しています。お気軽にお問い合わ
せください。
※対象：平成8年4月2日～平成9年4月1日生の方

～ 他にも新着本を取りそろえています。西原町立図書館のホームページで検索・ご確認ください。～

夏休み期間は開館時間を9時30分としていましたが、9月1日（木）より10時になります。
開館時間が10時になります開館時間が10時になります9月1日

から

しまくとぅばの
資料がいっぱい
しまくとぅばの
資料がいっぱい

しまくとぅば展
開　催

大募集レッツ
チャレンジ！

【日時】９月16日（金） 15：00～17：00
【場所】西原町立図書館２階集会室
【あらすじ】
　その不思議な盗賊運玉義留、生まれながらの盗賊なの
だろうか風の如く現れ風の如く姿を消し、富める者からは
おそれられ貧しい者たちからあがめられる男、運玉義留、
全編胸のすく娯楽時代劇、、、 出典：DVD制作演劇友の会（ﾀｰﾄﾙ企画）

特　別
上映会

あんだ　　けぇー　　　ぼう

（108分）

うん　　　たま　　 　ぎ　　　　るー

　毎年9月18日は、「しまくとぅば」の
奨励を目的に、「しまくとぅばの日」と
定められています。西原町立図書館
では9月13日から9月21日まで、「し

まくとぅば」に関する資料約150点や関連ポスターの
展示や貸し出しを行います。（絵本・ＡＶ・地域に関するもの）


