
平成29年7月1日生涯学習のマスコット
「 マナビィ 」

第255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  FAX.944-4997

にし    はら  ちょう   りつ       と     しょ    かん

西原町立図書館
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

7月  1日（土）

7月  9日（日）
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西原町立図書館カレンダー 〈 平成29年7月 〉
日 月 火 水 木 金 土

印の日は休館日です。
しるし　　　　ひ　　　　　 きゅう　かん　　び
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【火～金】10時～19時
【土・日】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)
海の日(17日)
振替休日(18日)
※17日の定期休館日が国民の祝日にあたるため

開 館 日

休 館 日

2017年（平成29年） 5月の統計

開館日数

来館者数

貸出点数

1日平均
貸出点数

22日

9，216名

14，324点

652点

◆ 定 期 行 事 ◆
日　　　時 場　　　所

おはなし会

上 映 会

週 1 日
（土または日）

第 3日曜日

※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。

午前11時
おはなしのへや

集　会　室

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

第37回青少年健全育成町民一斉行動
　青少年の深夜はいかいや未成年の飲酒・喫煙等の非行
防止を目的に、町民総ぐるみで一斉行動を実施します。
ぜひ、ご参加ください。

　5月26日に浦添警察署で
平成29年度浦添地区少年
補導員協議会の表彰式が行
われました。
　学校生活等の行いが良い
児童生徒や青少年の健全

育成に尽力する育成功労者に表彰状が贈られました。

中央公民館からのお知らせ

日　時  8月2日（水）14：00～16：00
場　所  西原町中央公民館

日　時  8月9日（水）12：30～17：00
集合場所  西原町陸上競技場 駐車場 12：30集合

町民体育館からのお知らせ
平成29年度各区対抗バレーボール大会  日時:5月7日(日)  会場:西原町民体育館

★  西原町体育協会　大会予定  ★

優　勝 準優勝
男　子
女　子

小那覇 与那城
与那城 我　謝

翁　長
小波津団地

第三位

平成29年度各区対抗テニス大会  日時:5月21日(日)  会場:西原町民テニスコート
優　勝 準優勝

男　子 坂　田 上　原 我　謝
第三位

    

2日（日）…
2日（日）…
3日（月）…
9日（日）…
9日（日）…
16日（日）…
16日（日）…

西原町各区対抗野球大会（東崎公園ソフトボール場・西原南小学校・マリンパーク）
西原町空手・古武道大会（西原町民体育館）
西原町陸上競技大会要項説明会（保健センター中ホール）
西原町各区対抗ボウリング大会(サザンヒルボウル)
西原町バドミントン選手権大会(西原町民体育館)
第6回西原町ボウリング選手権大会（てだこボウル）
第34回西原町各区対抗ソフトボール大会（東崎公園ソフトボール場・西原中学校）

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

★3館合同親子リトミック 12日（水）10：30～11：30 場所：坂田児童館 対象：マミーキッズ登録者
★3館合同親子社会見学 場所：西原児童館 詳しくは夏休み特集号をみてね

平成29年7月さわふじ未来ホール　催物ご案内平成29年7月さわふじ未来ホール　催物ご案内
開催日 催物名 開 場 開 演 終 演 料 金 主催者 問合せ
  9日（日）
15日（土）

22日（土）、23日（日）
30日（日）

民謡の祭典
健康経営セミナー
第53回こども舞踊大会
ゆいまーるバレエフェスタ vol.2

☎945-5036
☎945-3657
☎945-8095
☎944-6308
☎945-4393
☎944-0976

夏休み
期間中

9時30分に
開館します
9時30分に
開館します

◆期間：7月21日（金）～8月27日（日）
◆返却および自動貸出機の利用は9時30分
から利用できます。

◆カウンターでの貸出等の手続きは、10時から
となります。

学校の宿題や自由研究等のため、自由研究の本や課
題図書等の展示、貸出を行います。

なつやすみ展

期　間

資　料

貸出制限

7月21日（金）～8月27日（日）

より多くの方へ貸出することを目的とし
て特別に設定しています。

●課題図書(18タイトル)、指定図書(21タイ
トル)(計78冊)　●自由研究本（約200冊）
●工作（約150冊）　●図鑑（約900冊）

①貸出期間：1週間　　　②貸出冊数：各1点ずつ
③予約冊数：各1点ずつ　④予約取り置き：連絡日から2日

※カウンターのみで貸出手続を行います。

夏休み
宿題講座楽しく感想画をかこう！(2017)楽しく感想画をかこう！(2017)

☎

7月29日(土)・30日(日)【2日間】午前10時～12時

小学校低学年　1～3年生

酒井 織恵 先生（琉球大学附属中学校教諭）

20名【2日間参加できる人】

7月14日（金）から　　　　

西原町立図書館カウンターまたは ☎944－4996
筆記用具、クレヨン、色鉛筆、クーピー
絵の具セット、新聞紙、読んだ本等。

さかい   おり え

日 時
対 象
講 師
募集人数
募集期間
申込 先
持参するもの

※作品は完成後、図書館内に掲示します。

作品にすぐとりかかれるように、事前に好きな本を読んできてね！

第15回 喜楽星の語り庭
かた  り  なー

『あっとーめーのささやき』
○日時：7月8日（土） 19：00～
○場所：西原町立図書館 前庭
○主催：読みあいネットワーク喜楽星7
○内容：読み聞かせ、紙芝居、語り、手あそび、ミニコンサート

ブラックライトシアターなど

●7月26日（水）･8月2日（水）･8月9日（水）
　8月16日（水）･8月23日（水）
●時間：10：30～　 
●図書館2階（集会室）
★上映作品 「子どもむけアニメーション」

めーなー

090-1510-5020
879-0167（株）BOWL
865-5255
090-1839-5751

期　日 7月19日（水）
【総決起大会】

【街頭パレード】

16：00～
場所：さわふじ未来ホール
内容：意見発表や大会宣言等を行います。

17：00～
西原町役場を発着点に、プラカードを掲示し
ながら国道329号沿いを行進します。

【お問い合わせ】西原町青少年健全育成協議会（生涯学習課内）
　　　　　　　☎945-5036

貞 包  真 生（西原南小学校6年）
金 城  杏 菜（西原東中学校3年）
西原東小学校児童会
株式会社 丸石建設

【善行少年 個人の部】

【善行少年 団体の部】
【健全育成功労 団体の部】

◆対象者 西原町内小学生の親子 先着12組 ※2回とも参加できる方
◆申込期間 7月10日（月）～19日（水）

☆GODACおでかけ教室☆

〰〰 夏休み 親子講座 〰〰
『 海のこと 地球のこと もっと知りたい！』 参加費

無　料
　名護にあるGODAC（国際海洋環境情報センター）の
おでかけ教室で海の勉強しませんか？
★1回目は、中央公民館で深海の魚や水圧実験！
★2回目は、バスに乗ってGODACへ行こう！！

【問合せ・申込は、西原町中央公民館まで】

1回目

2回目

【お問い合わせ】西原町体育協会（西原町民体育館内）☎945-8095

≪　夏休み行事です。　≫

★ドッチ・ドッチ＆流しソーメン

★地域対象習字教室

★地域対象昆虫きり絵教室

要申込。詳しくは特集号をみてね。

≪　夏休み行事です。≫
★昆虫切り絵教室
★すいか割り
★スイーツデコ教室
★草ぬき＆流しそーめん
要申込。詳しくは特集号をみてね。

★さわりんの誕生会 1日（土）16：00～17：00
★短冊に願いをこめて 3日(月)～7日(金)
≪夏休み行事予定≫※詳細は夏休み特集号にて
◆貯金箱作り
◆第1回ドッジドッジ大会
◆親子社会見学

14:30
13:30
17:30
12:30

15:00
14:00
18:00
13:00

17:30
16:30
20:30
16:00

2,000円
3,500円
1,800円
900円

琉球民謡保存会
NPOメンタルケアLink
琉球新報社
Company Dream Art

153第　　　号
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