
　9月6日（火）に中頭教育事務所で中頭地区少年の主張大会が開催され、西原東中学校
3年の長崎萌香さんが西原町代表として出場し、「金賞を目指して」という演題で自分の
経験で気付いたことを主張し、優良賞に輝きました。

第31回 中頭地区少年の主張大会
ながさき　ほのか

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10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）
●レッツカレー作り        
　8日(土）10:00～12:00
　材料代　1人100円
　※詳しくは児童館まで
●地域対象トランポリン教室    
　12日(水）14:00～16:00
　※申し込みが必要です

●ハロウィン in おたのしみかい 
　29日(土）13:00～16:00
　※詳しくはポスターをみてね

●トランポリン
　12日（水）14：00～16：00 
　定　員　20人
　動きやすい服装できてね♪

●アイロンビーズの
　キーホルダー
　11日（火）～15日（土）
　1人1個まで無料で作れます♪

西原中学校吹奏楽部定期演奏会 13:00 15:3013:30 無料1日（土） 西原中学校吹奏楽部 945-5202
第11回琉球新報社学校新聞コンクール・
第18回中学校社会科新聞コンクール 表彰式

世界若者ウチナーンチュ大会沖縄
2016 オープニングセレモニー

西原・中城・北中城ブロック音楽発表会

10:30 12:3011:00 無料8日（土） 琉球新報社 865-5013

QCサークル大会 9:30 16:3010:00 無料14日（金） QCサークル沖縄支部 945-3796

16:00 19:0017:00 ※
（表下参照）

※18歳から35歳までの方は無料、36歳以上の方は5,000円

20日（木） 世界若者ウチナーンチュ連合会 953-2908

13:30 16:3014:00 無料24日（月） 西原・中城・北中城ブロック音楽教育研究会 945-5222
（坂田小音楽科・棚原）
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図書館
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だより
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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144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

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10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8月の統計
日
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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。
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募集要項・申込書は、西原町中央公民館で配布中

特別上映会 集会室

10月 1日（土）　11：00～
10月   9日（日）　11：00～
10月23日（日）　11：00～
10月16日（日）　11：00～毎月第3日曜日

24日

22,221名

19,408点

809点

【映画原作本・DVD紹介】

開 場

●レゴアートコンテスト表彰式
　7日(金）16:00～
●スポーツレクあそび
　15日(土）　14:00～16:00
　動きやすい服装できてね♪
●草取り大会＆カレー会
　22日（土）14:00～16:30
　材料持参
　（ごはん・野菜1個）
　定　員　20人

平成28年度第33回西原町各区対抗ソフトボール大会
日時 : 7月17日　会場:西原中学校・東崎公園ソフトボール場

第６回西原町ボウリング選手権大会
日時 : 7月17日(日)　会場 :てだこボウル 

第14回西原町各区対抗ゴルフ大会
日時 : 7月31日(日)　会場 : 沖縄カントリークラブ 

平成28年度 第44回中頭郡総合体育大会結果
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●３館合同マミーキッズ社会見学　対象：ファミリークラブ会員のみ　※詳しくは坂田児童館まで
●３館合同マミーキッズ運動会　対象：ファミリークラブ会員のみ　※詳しくは西原児童館まで

23
30
24
31

※参加人数＝30名　ハイゲーム賞＝西平 直樹・山入端 勝（257点）

☆西原町代表　優勝競技☆
バドミントン男子／空手・古武道／サッカー

ソフトテニス／バレーボール男子

日　時　10月18日（火）～12月20日（火）【全10回】
　　　　毎週火曜日　14：00～15：30
場　所　中央公民館 第2研修室
持ち物　筆記用具、大学ノート（1冊）

日　時　10月21日（金）～11月18日（金）【全５回】
　　　　毎週金曜日　10：00～12：00
場　所　中央公民館 小ホール
持ち物　扇子・足袋・着物または、ゆかた、筆記用具

【申込期間】10月3日（月）～12日（水）

【申込期間】10月5日（水）～14日（金）

初心者向け

※ 扇子・足袋・着物がない方は、申込み時にお伝えください。

新日本創作舞踊講座新日本創作舞踊講座

移民資料展移民資料展
10月21日（金）～10月30日（日）

～第6回 世界のウチナーンチュ大会～
　世界の県系人が沖縄に集い、交流を深める「第６回 世
界ウチナーンチュ大会」が10月27日（木）から10月30日（日）
まで、開催されます。それに関連して図書館では、移民に
関する資料展を行います。
　この機会にご来館の上、ぜひ、ご観覧ください。

日　時　10月30日（日）　14：00～15：30

講　師　西向幸三氏（ＦＭ沖縄アナウンサー）
場　所　集会室

にし　むかい　こう　ぞう
日　時　10月30日（日）14：00～15：30

講　師 西向幸三氏（ＦＭ沖縄アナウンサー）
にし むかい こう ぞう
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神様のカルテ

ゴールデンスランバー

斜陽

砂の器

世界の中心で、愛をさけぶ

ノルウェイの森

容疑者Xの献身
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鉄道員（ぽっぽや）

いま、会いにゆきます
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てぃーだかんかん

パコと魔法の絵本

雨月物語

地下鉄に乗って

太陽の子

秋日和

椿三十郎

アリスインワンダーランド

ハリーポッターと賢者の石

アンナと王様

DVD

　映画化された作品を原作で読んだことがありますか。原作は、映画とは違う味わい
があるかもしれません。「映画より、その原作にすごく感動した」という感想をよく耳に
します。あなたも、その感動や違いを閲覧室からみつけてみませんか。
期間：10月21日（金）～11月16日（水）　場所：閲覧室
※一般文芸書、ＤＶＤ、雑誌、ポスター の展示も行っています。

印の日は休館日です。
しるし　　　　ひ　　　　 きゅう かん　 び

　映画化された作品を原作で読んだことがありますか。原作は、映画とは違う味わい
があるかもしれません。「映画より、その原作にすごく感動した」という感想をよく耳に
します。あなたも、その感動や違いを閲覧室からみつけてみませんか。

秋の読書月間 ～あの映画を原作で～～あの映画を原作で～


