
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11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）
●映写会       
　8日（火）・22日（火） 15：30～
　大型スクリーンで見るよ。※申込が必要です。

●親子リトミック   
　9日（水）10:30～11:30
　ファミリークラブ登録者対象
　※飛び入りも大歓迎です

●勤労感謝制作
　17日（木）～22日(火）  15:30～ 
　材料代　50円

●DVD上映会
　5日（土）、19日（土）  14：00～16：00 

●児童館おたのしみ会
　26日（土）13:30～16:00けん玉
　パフォーマンスとけん玉検定会
　を行ないます！
　その他、ゲーム、工作、
　バザー等、みんなで
　遊びに来てね♪

第47回沖縄県母子寡婦福祉大会

17:30 20:0018:00 無料（※）12日（土） 生涯学習課 945-5036ウインドオーケストラオリオン
第5回定期演奏会

琉球大学琉球芸能研究クラブ
第20回発表会

琉球かれん演奏会

※整理券を生涯学習課の窓口で配布しています。整理券は無くなり次第終了です。

12:00 16:3013:00 無料13日（日） 沖縄県母子寡婦福祉連合会 887-4099（仲村）

500円17:30 20:3018:0026日（土） 琉球芸能研究クラブ 090-3036-1901（仲矢）

13:30 16:0014:00 無料27日（日） 琉球かれん 090-7585-2868（米須）
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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145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11月
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来館者数

貸出点数

1日平均貸出点数

平成28年9月の統計
日
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月
げつ か すい もく きん ど
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【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） おはなしのへや（児童コーナー隣）

22広報にしはら  No.537  H28.11.123 広報にしはら  No.537  H28.11.1

11月 5日（土）　11：00～
11月13日（日）　11：00～
11月27日（日）　11：00～

23日

17,305名

15,554点

677点

開 場

●中部地区児童館親善交流会(レクあそび)
　12日（土）8:30～16:00
●児童館おたのしみ会
　19日（土）　　
  　10:00～12:00
　　フリマ、バザー
  　14:00～16:00
　　ゲームコーナー
　　工作コーナー
　　ビンゴ大会など
●小学生トランポリン
　 25日(金)  15:00～16:30
※ズボンをはいてくること

お金のセミナーお金のセミナーお金のセミナー

印の日は休館日です。
しるし　　　　ひ　　　　 きゅう かん　 び
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10月21日（金）～11月16日（水）

【開館時間】10：00～17：00

11月6日（日）

～あの映画を原作で～ 資料展開催中資料展開催中

・第1部　13：00～14：45
　「ちょっとお得なお金の話」　講師：慶田城  裕氏
・第2部　15：00～16：45
　「借金から身を守ろう」　講師：安里  長従氏

返し忘れの本、CD、
DVD、AVケース等は
ありませんか？

国民の祝日は通常休館ですが、今年も17時まで開館します。
ぜひ、当館にご来館の上、
“あなたの文化の日”をお楽しみください。
なお、当日は、『読みあいネットワーク喜楽星☆７』の協力を得て、
下記のとおり楽しい時間も提供します。

・ミニコンサート　・読み聞かせコーナー
・体験コーナー
　（折紙教室、ストラップづくり、バルーンアート）
・絵本と本のリサイクル市

※楽しい企画が満載！
  ぜひ遊びに来てください！

〈喜楽星のたまて箱〉
日時　１１月３日（木）　
　　　11：00～15：00
場所　西原町立図書館

第9回

11月3日（木）文化の日は開館します！

※駐車場はありません
※午前中は準備のため、
　遊べません

◆ 日　　時　毎週金曜日　10：00～12：00
◆ 場　　所　西原町中央公民館　第2研修室
◆ 講　　師　國吉 冨美子氏
◆ 持  ち  物　大正琴、マーカー
　　（※大正琴がない方は直接見学に参加し、サークル長・講師に
　　　ご相談ください）

大正琴 サクラ大正琴 サクラ
★西原町民体育館利用予定★

★西原町民陸上競技場利用予定★

新しいサークルが、できました！！

☆随時、見学・体験を行なっています☆
お気軽にお越しください！

大　会　名 第26回 西原町バレーボール祭り
11月20日（日）・27日（日）
小学生の部（男女）
中学生の部（男女）
高校生の部（男女）
選抜の部（男女）
OB・ママさんの部

日　　　時

大　会　名 女子サッカー九州リーグ
11月19日（土）・20日（日）日　　　時

カテゴリー

※詳細は町民体育館へ お問合せください
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日　時　12月７
日（水）、8日（木

）  10：00～12：
00

場　所　西原町
立図書館　集会

室

講　師　岸本ヨ
シ子さん（日本

折紙協会会員）

定　員　各10名

申込み　11月1
8日（金）～30日（水

）図書館カウンタ
ーで

　　　　※定員
に達しだい締切

ます。

　　　　　〈内
　容〉

　　　　　　来
年の干支酉を

　　　　　　和
紙で作成します

。

来年の干
支を作ろう

！
お正月を

飾ろう！

初心者
コース

琉球デイゴス
VS

ヴイクサーレナビータ

場所　2階集会室
【申込不要】


