
 

 

 

中城村移民調査班 周知・成果報告 / 1030 世界のウチナーンチュの日関連企画提示・イベント 

 

世界のナカグスクンチュに会いにいこう！2018   
㏌ 護佐丸歴史資料図書館 

沖縄県の中でも多くの移民を送り出していることで有名な中城村。 

知っているようで知らないことばかりの「移民」について少しふれてみませんか？ 

会場内にゆんたくできるスペースもあります♪ 

スタンプラリーでオリジナルパスポートがつくれちゃう！ 

【展  示】10 月 13 日（土）～31 日（水）10 時～17 時 

【会  場】護佐丸歴史資料図書館１階/３階 ※休館日：毎週火曜／18 日（木）  

【イベント】詳細は担当課までお問い合わせください。 

 

                                            

                                                    

                                            

                                          

 

 

 

 

 

 

                            

                                                          

                              

                   

護佐丸歴史資料図書館だより「ごさまる通信」 10・11 月号  

ごさまる通信 
2018 年 10 月 1 日発行 No.13 

ミニマム通信： 9 月 16 日から 30 日に行った蔵書点検が無事終了しました。ご協力ありがとうございました。 
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歴史資料図書館HP 

10/20（土） 
10:00～12:00 

「南米料理体験」 場所：吉の浦会館 

南米料理がマスターできるかも♪  

南米から講師が来沖！ 
 
500 円 限定 15 名 

【お問い合わせ】  098-895-2131

（中城村役場企画課・内線 303） 

 
 10/13（土） 

15:00～15:30 

「定例 おはなし会」 

研修生による外国語絵本の 

読み聞かせもあるよ！ 

      【お問い合わせ】  

098-895-5302 

（護佐丸歴史資料図書館） 

スタンプをすべて集めたら、
景品もらえるよ～♪ 

10/20（土） 
14:00～16:00 

「ワールド文化体験」  

    中城で国際交流ができる!!  

南米の民族衣装や“ピニャータ”が、 

すべて無料で体験できちゃう♪ 

【お問い合わせ・お申込み】 

098-895-5700（生涯学習課） 

限定スタンプ登場!! 

 

南米から 

今年も研修生がやってくる！ 

ぜひ、会いにきてね♪ 



 

11月は文化月間です。週末は郷土の歴史・文化を学ぶ秋を過ごしませんか？ 

歴史、民俗、考古の専門家による全 5回の講座を開催いたします。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2 
ミニマム通信：秋も護佐丸歴史資料図書館はさまざまなイベントが盛りだくさんです。 

       一人でもみんなでも、お気軽に図書館へ遊びにきてね～♪ 

中城歴史展示室からのお知らせ 週末は図書館で「秋の歴史･文化講座」 

 

 

しろませいゆう作品展 

沖縄県公共図書館連絡協議会 共催事業 

入場無料 

沖縄タイムスワラビー連載「読み聞かせ劇場」や、絵本「おうさ

まのおしろ」「まんぐーすのプーヒヤー」などの作家、「しろませ

いゆう氏」の作品展を開催します。原画を見ることができる貴重

な機会をお見逃しなく！ 

「新聞投書からみた 100年前の沖縄・中城 

～恋愛・悩み・つぶやき・人生相談・珍事件～」 

日時：11月 4日(日) 14：00～16：00 

講師：上里 隆史氏 

(法政大学沖縄文化研究所国内研究員) 

「中城村の『ノロ』について」 

日時：11月 18日(日) 14：00～16：00 

講師：儀間 淳一氏  城間 義勝氏 

(北中城村教育委員会) 

「沖縄の行事・しきたり歳時記」 

日時：11月 17日(土) 14：00～16：00 

講師：稲福 政斉氏 

(沖縄国際大学・沖縄大学非常勤講師) 

●現地講座 場所：中城城跡 ※要申込。現地集合（受付 9：45～ 時間厳守） 

「中城城跡の発掘速報」 

日時：11月 11日(日) 10：00～11：00 

※荒天中止の場合は 11月 24日（土）に 

講座を延期します。 

定員：先着 20名(事前申し込み必要) 

講師：渡久地 真氏 

(中城村教育委員会生涯学習課文化係長) 

イベントや展示会については 

★当館ブログをチェック★ 
▲現地講座 申込み受付期間 

11月 1日(木)～9日(金)まで 

TEL：098-895-5302 

「家譜にみる近世の中城」 

日時：11月 25日(日) 14：00～16：00 

講師：田名 真之氏 

(沖縄県立博物館・美術館長) 

●館内講座  場所：企画展示室（3階） 定員：先着 100名 開場 13：30 

※タイトルなど、下記内容は都合により変更する場合がありますのでご了承ください。 

「ワラビー」で連載中の企画から生
まれた絵本。 
ある晴れた日に、まんぐーすのプー
ヒヤーが散歩をしていると･･･？ 

（受付 9：45） 

https://1.bp.blogspot.com/-7LhuYXpg1Dg/VGLLTlr82aI/AAAAAAAAow8/T1Ln0rxprh0/s800/sketchbook_blank_zabuton.png


3 ミニマム通信： 安室奈美恵さん引退ロス（； _（  のそこのあなた！本とＣＤが蔵書に加わりました！県民栄誉賞を

受賞し、沖縄だけでなく日本の音楽界を牽引してきた安室さんの活躍は忘れません。ありがとう！ 

 

 

 

  

                 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 月 11 月おすすめ企画 

8～11カ月児；後期 の 

すべての赤ちゃんが対象です。 

会場：吉の浦会館 乳児一般検診受診後 

※【絵本引換券】に必要事項を記入し、 

ブックスタートの受付へ提出をお願いします。 

 

 

10/27～11/9 の読書週間に合わせて芸能人が

おすすめする本を紹介します！ 

思わず手に取りたくなる本が見つかるかもしれま

せん。（２階） 

2018・第 72回 読書週間標語 

「ホッと一息 本と一息」 

「世界のナカグスクンチュに 

会いにいこう！2018」 

とあわせてご覧ください。 

（２階） 

 

 

今年もやりますハロウィン特集！ 

魔女やおばけなどの本がいっぱい♪ 

（１階） 

11月10日(土) 

 

 

 

 
 
 
 

 

10月１3日(土) 
☆研修生による外国語絵本の読み聞かせ 

11月10日(土) 
☆職員による絵本や紙しばいの読み聞かせ 

   時間 午後 3時～3時 30 分 

場所 1 階（おはなしのへや 

 

 

10月13日(土) 
琉球舞踊や民謡を気軽に楽しんでみませんか？ 

夜の図書館で家族や友達と一緒に 

秋の夜長を過ごしましょう！ 

時間：午後６時～ 

場所：護佐丸歴史資料図書館 駐車場 

※イスやレジャーシート等は各自ご持参ください。 

 

https://3.bp.blogspot.com/-zN8Sj0aC9Bg/VJ6Xq_VFR1I/AAAAAAAAqOo/PeCqN7g6Hbg/s800/otsukimi_family.png
https://2.bp.blogspot.com/-9AuHo7lQM_k/VmFjQUHgvWI/AAAAAAAA1Ss/f4pkGtm9X2Y/s800/book_character_smile.png


=休館日 

・毎週火曜日 ・15 日（木）資料整理日  

・26 日（月）振替休 

   =おはなし会 10 日（土） 

=ブックスタート 10 日（土） 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月   

日 月 火 水 木 金 土 

 1 ２ ３ ４ ５ ６ 

７ ８ ９ 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

１１月   

日 月 火 水 木 金 土 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

4 
ミニマム通信：スタッフブログも随時更新中！ ぜひご覧ください。http://loh530.ti-da.net/        

 

 

 

［資料図書室］ 

月・水～金・祝：午前10時～午後7時 

土・日：午前10時～午後 5時 

※土日に祝日があたるときは午後 5時閉館 

［中城歴史展示室］ 

午前10時～午後 5時 

※団体で見学の際は、事前に予約をお願いします。 

 

毎週火曜日 ※祝日にあたるときは翌平日の開館日 

祝日の翌平日 

資料整理日（毎月第 3木曜） 

※祝日にあたるときは翌平日の開館日 

慰霊の日・年末年始・特別資料整理期間 

休館日 
 

開館時間 
 

開館カレンダー 
 

護佐丸歴史資料図書館へのアクセス 

●車：国道 329 号：  吉の浦公園入口」の信号を海側に入り、2 つ目の

十字路を右折。吉の浦会館向かい。駐車場：50 台 

 

●バス：東陽バス 30 系統（泡瀬東線）当間下車徒歩 7分 

 

●護佐丸バス（村内循環バス）：吉の浦会館下車 

 

［所在地］ 

〒901-2407 

沖縄県中頭郡中城村字安里 215 番地 

TEL.098-895-5302 FAX.098-895-5353 

=休館日  

・毎週火曜日 ・18日（木） 資料整理日  

  ・10 日（水）振替休 

=現役レスラーおはなし会 6 日（土） 

=定例おはなし会     9 日（土） 

 


