
平成30年6月7日発行

　　　　　　　　　宇都宮市立図書館ホームページ　http://www.lib-utsunomiya.jp /
         　　 　　 　　申込みについて記載のないイベントは、直接会場へお越しください。   

　　　　　 　　　　　　★印は子ども向けのイベントです。

日 イベント 会場 時間 お問い合わせ

7/1(日)
宇賀地洋子　版画と彫刻の世界展
　下野市出身の彫刻家・版画家、宇賀地洋子さんの作品を展示
　期間:7月1日（日）～8月31日（金）

南図書館
エントランスロビー

9:00～21:30 南図書館　

7/1(日)
バリアフリー上映会「舟を編む」
　音声ガイド・日本語字幕付きで上映します
　定員:当日先着50人　／　対象:一般

河内図書館
集会室

13:30～15:45
（開場　13:15）

河内図書館　

7/1(日) ★小学生向けのおはなし会　絵本の読み聞かせや素話
南図書館
おはなしのへや

15:00～15:30 南図書館　

7/7(土)
★おはなし会スペシャル！夏の巻
　いつものおはなし会を１時間のスペシャル版で開催します
　内容:絵本の読み聞かせ、紙芝居、パネルシアターなど

東図書館1階
おはなししつ

【1・2歳児】
11:00～
【3歳児から】
11:15頃～12:00

東図書館　

7/7（土） ★おはなしサロン　スペシャル　絵本の読み聞かせや素話
河内図書館
集会室

14:30～15:30 河内図書館　

7/8(日) ★図書館こども会　小学生向けのおはなし会
上河内図書館2階
多目的ホール

10:30～11:30 上河内図書館

7/8(日)

★子ども落語教室（全5回講座　第1回目）
　日本の伝統話芸「落語」の基本を知り、体験・実演する講座
　（最終回の8月26日は発表会）
　日程:第1回　7月8日（日） ／ 第2回　7月22日（日）
　　 　　第3回   8月3日（金） ／ 第4回　8月17日（金）
　　 　　第5回（発表会）　8月26日（日）
　対象:小学生 ／ 定員:先着10人 ／ 持ち物:扇子、手ぬぐい
　申込:6月8日（金）午前9時30分から、直接または電話で東図書館へ

東図書館2階
グループ研究室3

14:00～15:30 東図書館　

7/8(日)
★幼児・小学生向け手話つきおはなし会
　内容:絵本の読み聞かせや素話
　定員:先着15人

南図書館
おはなしのへや

【幼児】
14:30～15:00
【小学生】
15:00～15:30

南図書館　

7/10(火)

★0･1･2歳おはなし会スペシャル
　わらべうたを中心とした0･1･2歳おはなし会のスペシャル版
　定員:先着各15組
　申込:6月26日(火)午前9時30分から、直接または電話で中央図書館へ

中央図書館3階
集会室

【1･2歳児】
10:00～10:40
【0歳児】
11:00～11:40

中央図書館　

7/14（土）

★田原先生のわくわくサイエンス教室　科学実験とものづくり体験
　講師:田原博人さん（元宇都宮大学学長）
　対象・定員:【午前の部】小学1年生から3年生・先着30人
　　　　 　　　 【午後の部】小学4年生から6年生・先着15人
　申込:6月29日（金）午前9時30分から、電話で東図書館へ

東図書館2階
集会室

【午前の部】
10:00～11:30
【午後の部】
13:30～15:00

東図書館　

7/14(土)

出版トークイベント「書くということ、彫るということ。～夢にも思わなかった
新しい世界へ～」
　著作『国蝶の生（あ）れ立つ樹』で2015年に日本自費出版文化賞特別賞
を受賞した本県出身の作家神山奉子（ともこ）さんと、同書の表紙画とさし
絵を担当した彫刻家宇賀地洋子さんによる対談
　定員:先着50人
　申込:6月22日（金）午前9時30分から、電話で南図書館へ

南図書館
会議室

14:00～15:30 南図書館　

7/14(土) ★小学生向けのおはなし会　テーマに沿った本の紹介や素話
中央図書館2階
おはなしコーナー

14:30～15:00 中央図書館　

7/15(日)

文芸講演会　「郷土の偉人　蒲生君平～夢と人生の奇跡～」
　講師:小林　暁雲氏（ＮＨＫ文化センター講師）
　定員:先着80人
　申込:7月2日（月）午前9時30分から、直接または電話で中央図書館へ

中央図書館3階
集会室

13:00～15:00 中央図書館　

7/15(日) ★小学生向けのおはなし会　絵本の読み聞かせや素話
南図書館
おはなしのへや

15:00～15:30 南図書館　

7/21(土) ★小学生向けのおはなし会　絵本の読み聞かせや素話
東図書館1階
おはなししつ

11:30～12:00 東図書館　

7/21(土)
落語会
　視覚障がい者の皆さんに楽しんでいただくテープ作製のための落語会
を、宇都宮落語研究会のご協力により開催します

中央図書館3階
集会室

14:00～16:00 中央図書館　

宇都宮市立図書館 
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日 イベント 会場 時間 お問い合わせ

7/22(日)

★体験してみよう！1日司書さん
　実施:7月22日(日)、8月1日(水)
　対象:小学3年生から6年生　／　定員:各日先着15人
  申込:7月10日（火）～16日（月）の午前9時30分から
　　　　　 直接または電話で上河内図書館へ

上河内図書館 13:30～15:30 上河内図書館

7/22(日) ★小学生向けのおはなし会　絵本の読み聞かせや素話
南図書館
おはなしのへや

15:00～15:30 南図書館　

7/25(水)

今、平和学習～荒井退造展～
　戦時下の沖縄で住民の疎開に尽力した、宇都宮市出身の荒井退造の人
物像や業績を紹介するパネル等の展示。
　期間:7月25日（水）～8月30日（木）

南図書館
エントランスロビー

9:00～21:30 南図書館　

7/25(水)

★夏のお楽しみ会
　午前:おはなしキャラバンつぼみ座による人形劇
　対象:幼児から大人まで
  定員:先着120人　※当日、直接会場へ

中央図書館3階
集会室

10:30～11:30 中央図書館　

7/25(水)

★さぁ行こう！「図書館探検ツアー」
　ツアーに参加して、図書館の便利な使い方を教わったり、普段は入れな
い図書館の裏側をのぞいてみよう
  定員:先着20人　／　対象:小学生以上
　申込:7月5日（木）午前9時30分から、電話で南図書館へ

南図書館 11:00～12:00 南図書館　

7/25(水)
7/26(木)

★けんび鏡講座「微生物とミクロの世界」
 けんび鏡で、微生物を観察し、身の回りのミクロの世界を体感する
　講師:継国孝司さん（株式会社ウエルシーライフラボ）
　　　　高屋朋彰さん（小山工業高等専門学校）
　対象:子どもから大人まで
　申込:不要。直接会場にお越しください。

東図書館2階
集会室

25日
13:00～15:00
26日
【第1回目】
10:00～12:00
【第2回目】
13:00～15:00

東図書館　

7/27（金）

★科学のおもしろさとものづくりの楽しさを子どもたちに～帝京大学編～
　「色が変わって見えるCDコマを作ろう！」
　講師:梶谷正行さん（帝京大学　教授）
　対象:小学1年生から4年生（1・2年生は保護者同伴）
　定員:各回先着25人（1回目・2回目のどちらかにお申し込みください）
　申込:7月12日（木）午前9時30分から、電話で東図書館へ

東図書館2階
集会室

【第1回目】
10:00～11:00
【第2回目】
11:15～12:15

東図書館　

7/27(金)
★雀宮おはなし会「ようこそ！おはなしの世界へ」
　雀宮おはなし会による大型絵本の読み聞かせ、パネルシアターなど
　対象:幼児から小学3年生 ／ 定員:先着50人

南図書館
会議室

14:00～15:00 南図書館　

7/28(土)

★おはなし玉手箱スペシャル～夏の巻～
　世界や日本の昔話などの素話によるおはなし会
　参加者にはスタンプカードを配布します。スタンプを集めると、プレゼント
がもらえます
　対象:小学生以上
　定員:先着30人　※当日直接会場へ

中央図書館3階
集会室

14:00～15:00 中央図書館　

7/28(土）

おはなし会「あらしのよるに」
朗読パフォーマンスユニットおはなしDecoBee♪
　おはなしDecoBee♪が贈る朗読劇と音楽による感動のパフォーマンスを
お楽しみください
　定員:先着60人（要整理券）
　申込:7月10日（火）午前9時30分から、河内図書館にて整理券を配布

河内図書館
集会室

14:30～15:15
（開場　14:15）

河内図書館　

7/29(日)
★図書館こども会スペシャル
　0歳児から小学生向けの絵本の読み聞かせや紙芝居

上河内図書館2階
多目的ホール

10:30～11:30 上河内図書館

7/29（日）

南図書館開館７周年記念事業
朗読パフォーマンスユニットおはなしDecoBee♪公演
　内容:朗読劇「ねこはしる」
　定員:先着350人（要整理券）
　※4歳以下のお子様のご入場はご遠慮ください
　申込:7月10日（火）午前9時～南図書館にて入場整理券を配布

南図書館
サザンクロスホール

14:30～15:30 南図書館　

7/29(日) ★小学生向けのおはなし会　絵本の読み聞かせや素話
南図書館
おはなしのへや

15:00～15:30 南図書館　

　催し物は変更になることがあります。また、募集受付を終了している場合があります。
　詳しくは、各図書館へお問い合わせ下さい。

問い合わせ先 南図書館 TEL 028-653-7609 

中央図書館 TEL 028-636-0231 上河内図書館 TEL 028-674-1123 

東図書館 TEL 028-638-5614 河内図書館 TEL 028-673-6782 

 


