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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

12月  2日（土）
12月10日（日）
12月17日（日） 

西原町立図書館カレンダー 〈 平成29年12月 〉

【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)
天皇誕生日(23日)
年末休暇(29～31日)

開館時間

休 館 日

2017年（平成29年） 10月の統計

開館日数

来館者数

貸出点数

1日平均
貸出点数

24日

9，812名

15，171点

633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

    

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

★3館合同マミーキッズクリスマス会 20日(水)10:00～11:30 場所：坂田児童館 参加費：150円 要申込
※12月29日(金)～1月3日(水）は3児童館ともお休みです。

平成29年12月さわふじ未来ホール 催物ご案内平成29年12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 お問い合わせ

2日(土)

4日(月)
13日(水)
17日(日)

ニシハラミュージックフェスティバル

第44回沖縄県保育所長・市町村保育関係職員研修会
第49期琉球通信工事(株)安全大会
Ryukyufrogs LEAP DAY

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

★卓球大会
　2日(土) 14:00～16:00
★DVD鑑賞会
　16日(土) 14:00～16:00
★大そうじ＆おそば会
　27日(水) 10:00～12:00

★クリスマス工作
　11日(月)～16日(土)
　参加費50円

★大そうじ＆年越しパーティー
　27日(水) 13:30～16:00

14:30

12:30
9:15
10:00

15:00

13:20
9:30
10:30

20:00

16:50
11:45
18:30

ニシハラミュージック
フェスティバル実行委員会
沖縄県社会福祉協議会
琉球通信工事(株)
Ryukyufrogs

158第　　　号260第　　　号

★映写会 6日(水)・15日(金)15:30～
★館内消毒 16日(土)終日閉館です
★クリスマスプレゼントづくり
　18日（月）～22日（金） 材料費100円
★大そうじ 22日(金)

町民体育館からのお知らせ

優　勝 準優勝
小波津団地 内間団地 呉屋・桃原

3位

第38回西原町各区対抗壮年ソフトボール大会
日時 10月15日(日)　場所 西原中学校グラウンド・東崎公園

日時 10月15日(日)　場所 西原町民テニスコート
第4回西原町ソフトテニス選手権大会【ダブルス】

日時 10月29日(日)　場所 沖縄カントリークラブ
第14回西原町ゴルフ祭

中央公民館からのお知らせ

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

11 2
33 44 55 66 77 88 99
1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616
1717 1818 1919 2020 2121 2222 2323
2424 2525 2626 2727 2828 2929 3030
3131

移動児童館
日 時 12月9日(土) 10時～16時
場 所 町立図書館2階集会室

年末年始 開館・休館情報
【休 館】 平成29年12月29日（金）～
　　　  平成30年1月3日（水）
【開 館】 平成30年1月4日（木）12時～19時

第18回 喜楽星の語り庭

『あっとーめーのささやき』

※平成30年2月1日(木)～2月12日(月)まで特別整理期間(蔵書点検)のため休館となります

※年末年始の休館に伴う開館準備のため
　午後からの開館となります。

年末大掃除の際にもう一度確認を年末大掃除の際にもう一度確認を

借用期限の過ぎた資料などをお持ちの
方は、早めに返却してくださいね！

返し忘れの本、CD、DVD、

AVケース等はありませんか

日 時  12月22日（金） 19時～21時
場 所  図書館 エントランスホール
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、ミニコンサートなど

かた　 なー

【申込先】　西原町立図書館　☎944-4996

Ⅰ.『知って得する年金の話』

Ⅱ.『相続税と贈与税の基礎知識』

日　時  1月21日(日) 14時～16時
場　所  西原町立図書館2階集会室
講　師  上原 登貴子 氏
　　　　 （沖縄県金融広報委員会 金融広報アドバイザー）
申込期間  1月5日(金)～

年金を将来しっかりと受け取るために・・
○年金の受給要件は？
○保険料「免除」と「未納」では大きな差！

知っていて損することはない！相続を争続にしないように！
相続と贈与について学びましょう

日　時  12月17日(日) 14時～16時
場　所  西原町立図書館2階集会室　
講　師  金城 絹枝 氏
　　　　 （沖縄県金融広報委員会金融広報アドバイザー）
申込期間  12月5日(火)～

図 書 館 講 座 先 着先 着

50名50名

945-5036
(生涯学習課)
887-2000（大城）
946-7550

050-3757-3915

【お問い合わせ】　生涯学習課　生涯学習課　☎945-5036

【お問い合わせ】　西原町中央公民館　☎945-3657

平成30年成人式
　西原町では、新成人の門出を祝うために、
成人式典を下記のとおり開催します。
日　時  平成30年1月7日（日） 13:30受付 14:00開式
場　所  さわふじ未来ホール
対　象  平成9年4月2日～平成10年4月1日生
注　意  酒類・旗などの持込は禁止です。

【お問い合わせ】　生涯学習課　文化財係　☎944-4998

西原町新春かきぞめ大会
年のはじめに、目標や想いを書いてみませんか。
西原町文化協会書道部による添削もあります。

平成30年1月6日（土）
 　　 8:00～  8:30 受付
　　  9:00～10:00 書き初め
　　10:30～12:00 展示会及び審査
　　12:15～13:30 表彰式
　　※スケジュールは変更となる場合があります。
西原町民体育館アリーナ
幼児 ～ 成人
300円（用紙代含む）

日　時

場　所
対　象
参加料

お正月 講座 新しい年を手作りで迎えませんか？

日　時
場　所
対　象
定　員
材料費
持ち物

12月28日（木） 10:30～12:30
中央公民館（第1研修室）
西原町在住・在勤・在学者
先着10名
2,500円 ※花材、花器、オアシス代
●はさみ（花用：ある方）、●布巾またはタオル

① お正月花 講座

日　時
場　所
対　象
定　員
材料費
持ち物

12月18日（月） 14:00～16:30
中央公民館（第1研修室）
西原町在住・在勤・在学者
先着10名
1,500円
●裁縫セット（ある方）

② 布でつくるしめ縄 講座

※写真はイメージです。
※花材が少し変更になります。

仲松庸彰

区　名

男子の部

女子の部

優勝
寄川直城

準優勝
干川良太

第三位
神里直人

名嘉拓哉 金城博人 下里博哉

優勝
根間和香奈

準優勝
玉城頼子

第三位
堀川葵

松田里美 田苗優香 呉屋枝里

順位 選手名 順位 選手名 順位 選手名 順位 選手名
優勝
準優勝
3位

4位
5位
6位

7位
8位
9位

10位
11位
12位

砂川貞夫
喜舎場豊
呉屋政之

宮里盛市
大城勝
伊禮武志 平良隆

玉那覇善則
具志堅かおり

玉那覇佳郁
玉那覇聰

一般1,000円
中高生500円
小学以下無料
無料
無料

一般2,000円
学生無料
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