
平成29年1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 開 場

■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）
■対象者　西原町在住、在勤・在学者
■定　員　先着15名

■場　所　中央公民館　第2研修室
■持ち物　筆記用具
■対象者　西原町在住、在勤・在学者
■定　員　先着15名

中央公民館からのお知らせ 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

坂田児童館（☎ 944-6308） 西原児童館（☎ 945-4393） 西原東児童館（☎ 944-0976）
●お正月遊び
　5日（木）・6日（金）15：30～　要申込
　大型カルタとり大会・はねつき大会

●映写会
　10日（火）・24日（火）  15：30～

●お正月遊び
　4日（水）　14：00～16：00
　はねつき大会・
　カルタ大会
　申込はいりません。
　遊びに来てね！

●お正月遊び
　4日（水）　14：00～16：00
　・大型カルタ大会・はねつき大会
　・大型すごろく遊び
　無料です！ 当日申し込みOKです。
　遊びに来てね！

●アニメ上映会
　14日（土）　14：00～16：00

●クリーン作戦（地域清掃）
　28日（土）　14：00～16：00

●ムーチー作り
　14日（土）  13：30～15：00
　参加無料！ 事前に申し込んでね♪

●世代交流会
　11日（水）　15：30～　要予約
●移動児童館 in 図書館
　14日（土） 内容：工作会その他
    10:00～ 12：00、14：00～16：00

14：00 16:3014:20 無料27日（金） 西原高等学校1学年
合唱コンクール

琉舞発表会

西原高等学校 945-4142
（藤井）

090-3795-7123
（屋比久）16：30 19：3017:00

前売：2,500円
当日：3,000円29日（日） 阿波連本流啓扇紅節の会

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．945-5036
Tel．945-3657
Tel．945-8095
Tel．944-6308
Tel．945-4393
Tel．944-0976平成29年1月1日生涯学習のマスコット
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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
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147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～午後7時
【土・日】午前10時～午後5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29年1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11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） おはなしのへや（児童コーナー隣）
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1月 7日（土）　11：00～
1月22日（日）　11：00～
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☆第9回西原町小・中学生ビーチバレー大会☆

☆第9回西原町新春パークゴルフ大会☆

★3館合同親子リトミック　11日（水）10：30～11：30　場所：坂田児童館
★3館合同おばけ屋敷　19日（木）～21日（土）10：00～17：00（最終日は15：30まで）

【お問い合わせ】　西原町民体育館　☎945-8095【お問い合わせ】　西原町中央公民館　☎945-3657

文教大学文教大学

成　人　の　日　展　成　人　の　日　展成　人　の　日　展

【定期行事】【定期行事】【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）

返し忘れは
ないですか？

　２月に、蔵書点検が行われます。１０万点近くの本・雑誌・DVD・CDなどの所蔵資料を
１点１点、それらの所在、破損の有無、データなど、細かに確認していきます。
つきましては、長期にわたり、または借用期限の過ぎた資料などをお持ちの利用者は、
早めに返却するよう、お願いします。

年始の開館
1月４日（水）
12：00～19：00

年末年始の休館に伴う
開館準備のため、

午後からの開館になります。

図書館休館のお知らせ

※1か月間の長い期間ですが、システム交換による「利用者の利便性の向上。さらに
　「蔵書点検」による蔵書物品の充実など、常に利用者の使いやすさを第一に業務
　に専心しています。ご理解ご協力よろしくお願いします。

【期　間】 平成29年 2月１日（水）～平成29年2月28日（火）
【内　容】 『図書館システム全機器交換』および『蔵書点検』のため

・陸王（池井戸　潤）
・語彙力こそが教養である（斎藤　孝）
・さよならクリームソーダ（額賀　澪）
・まく子（西　加奈子）
・さかなクンの一魚一会（さかなクン）

・何様（朝井　リョウ）
・夜を乗り越える（又吉　直樹）
・16歳の語り部
　（雁部那由多・津田穂乃果・相澤朱音（語り部））
・世界一清潔な空港の清掃人（新津　春子）

・池上彰の君たちと考えるこれからのこと（池上　彰）
・スマホ断食（藤原　智美）
・投票に行きたくなる国会の話（政野　淳子）
・たまちゃんのおつかい便（森沢　昭夫）
・ペンギンのバタフライ（中山　智幸）

◆以下は、若い人にお薦めする「関連本」の一部です。

【期　間】1月７日（土）～1月18日（水）　【場　所】１階閲覧室
【内　容】“成人式・卒業式など新たな人生の一歩を踏み出す若い人にぜひ読んでもらい
　　　　　たい本を紹介する運動”を基軸に展開する催しです。若い人にお薦めする読書
　　　　　本を展示します。ご来館の上、ぜひ、ご覧ください。

～若い時だからこそ「読書」をとおして“感じとれる何か”そして“心に響く何か”が、きっと！あります！～～若い時だからこそ「読書」をとおして“感じとれる何か”そして“心に響く何か”が、きっと！あります！～

沖縄県読書感想文・感想画コンクール
西原町学校児童生徒入賞作品展
沖縄県読書感想文・感想画コンクール
西原町学校児童生徒入賞作品展
沖縄県読書感想文・感想画コンクール
西原町学校児童生徒入賞作品展
沖縄県読書感想文・感想画コンクール
西原町学校児童生徒入賞作品展
展示期間  １月25日（水）～１月31日（火）　展示場所  エントランスホール

平成28年度

場所：西原児童館　※期間中、館内で遊ぶことはできません

■日時  平成28年11月12日(土)　■会場  西原きらきらビーチ
優　勝 準優勝 ３　位

わらばーの部
(小学４年生以下)

西原南クラブ女子D
ちばりよ～

（西原小女子）

坂田クラブ
（女子）

西原南クラブ
男子

西原中学校 CIS
（西原東中）

うーまくーの部
(小学5年生以上）

ちゅらさんの部
(中学女子）

西原東ボーイズ
西原南クラブ
女子A

西原東A

坂田クラブ
（女子）

西原クラブ
男子

SUNSHINE
(西原東中）

■日　　時  　1月15日(日)　
■場　　所  　西原町民パーク
　　　　　　　ゴルフ場
■申込期限　1月11日（水）
　　　　　　　　午後5時まで

※申込方法など詳細については広報12月号をご覧ください。≪各講座申込期間　１月5日(木）～17日（火）≫

※詳細内容はチラシ（公民館窓口で配布）をご確認ください。

いきいきシニア講座
座学

座学

座学

座学
座学

実践

実践

初心者
中国語講座 韓国語講座

好評につき第2弾！ 会話メイン！
基本的な会話を
楽しもう！

■日　時　1月24日（火）～
　　　　　　3月28日（火）【全10回】
　　　　　14：00～15：30

■日　時　1月20日（金）～
　　　　　　3月24日（金）【全10回】
　　　　　14：00～15：30

■日　時　1月18日（水）～3月8日（水） 　14：00～16：00
■内　容　ノルディックウォーキング
　　　　　（最後まで自分の足で歩こう）
　　　　　沖縄の法事・お坊さん講話
　　　　　「あっ、そういう考え方もあるのか」
　　　　　公認会計士による「わかりやすい相続」
　　　　　司法書士による「相続・遺言について」

　　　　　泡盛再発見「学んで！飲んで！蔵めぐり」

■対　象　概ね60歳以上の西原町在住者及び在勤者　先着30名
■受講料　300円（ノルディックウォーキングポール借用代、資料代）
■持ち物　ノルディックウォーキングポール（ある方）、筆記用具


