
平成30年7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。   

　　　　　 　　　　　　小さい子向けのおはなし会の日程は裏面をご覧ください。

　　　　　　　　　　　 子ども向けの催しには「★」マークがついています。

日 イベント 会場 時間 お問い合わせ

8/1(水)

★夏休み工作教室「つくってみよう　やってみよう」
　ペットボトルでおもちゃをつくろう！
　講師:サニクリーン宇都宮
　内容:午前　ペットボトルカーを作ろう　／　午後　風鈴をつくろう
　対象:小学１～４年生(親子で申込み）
　　　　※午前・午後両方の参加はできません。
　定員:各回とも先着12組
　申込:7月13日（金）午前9時30分から電話で東図書館638-5614へ
　持ち物:東図書館へお問合せいただくか、またはホームページをご覧くだ
さい。

東図書館2階
集会室

午前の部
10:30～11:30
午後の部
1:30～2:30

東図書館

8/1（水）

★夏休み宿題応援団　カルビー「親子おやつ教室」
　講師:カルビー食育チームスタッフ
　対象:小学生の親子
　定員:先着15組
　申込:7月6日（金）午前9時30分から直接または電話、FAXで
　　　　 河内図書館673-6782・ＦＡＸ673-6783へ

河内図書館
集会室

10:30～12:00 河内図書館

8/1(水)

★体験してみよう！1日司書さん
　対象:小学3年生から6年生
　定員: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674-1123へ

上河内図書館 13:30～15:30 上河内図書館

8/2(木)

★夏休み科学あそび教室「化石から生物の進化の謎を追え！」
　 化石からみる生物の進化についてのお話と、化石のレプリカ作り
　 講師:栃木県立博物館職員
　 対象:小学生
 　定員:先着30人
 　申込:7月13日（金）午前9時30分から
          電話で南図書館653-7609へ

南図書館
会議室

10:00～12:00 南図書館

8/3(金)

★小学生のための夏休み科学体験教室
　宇都宮白楊高校の科学部の皆さんが科学工作や実験を指導します
　対象:小学生
　定員:各回先着50人
　申込:7月11日（水）午前9時30分から
　　　　 電話で東図書館638-5614へ

東図書館2階
集会室

第1回目
10:30～11:30
第2回目
13:30～14:30

東図書館

8/3(金)

★子ども向けハーブ教室
　南図書館の中庭で育てているハーブの説明と虫よけスプレー作りなど
　対象:小学生（1・2年生は保護者同伴）
　定員:先着20人
　費用:500円（材料費）
　申込:7月19日（木）午前9時30分から
　　　　電話で南図書館653-7609へ

南図書館
会議室

14:00～15:30 南図書館

8/3(金）
～

8/5（日）

★ストップ温暖化とちぎ企画展～夏休み宿題応援！～
　簡単エコ工作やソーラークッキングなど、温暖化を楽しく学ぶ
　内容:ポイントスタンプラリー、エコ縁日、簡単エコ工作、
　　　　 ミニソーラーカー、ソーラークッキングなど
　共催:栃木県地球温暖化防止活動推進センター

南図書館
ギャラリー
南西前庭

10:00～15:00 南図書館

8/3(金）

★夏のお楽しみ会
　 おはなしきゃらばんつぼみ座による公演
　 内容:人形劇、パネルシアター、ペーパーシアターなど
   対象:幼児から
 　定員:先着200人

南図書館
サザンクロス
ホール

10:30～11:30
(開場10:15)

南図書館

宇都宮市立図書館 

8月のイベント情報 



日 イベント 会場 時間 お問い合わせ

8/4(土)

★平和月間映画会
　「宇都宮市平和月間」にあわせた、平和に関するアニメ映画の上映
　第1部＝対象:子ども　／　第2部＝対象:子どもから大人まで
　定員:第1部･第2部各回先着80人

中央図書館3階
集会室

【第1部】
10:30～11:30
【第2部】
13:30～15:30

中央図書館

8/4(土)

★おはなし玉手箱スペシャル夏の巻
　小学生から大人まで楽しめる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。

東図書館2階
集会室

14:00～15:00 中央図書館

8/4(土)
★小学生向けのおはなし会
　絵本の読み聞かせ

河内図書館
おはなしコーナー

14:30～15:00 河内図書館

8/5(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

8/7(火)

★小学生のための読書案内講座
　「煮干の解剖とチリメンモンスターをさがせ!～生物多様性ってなに?～」
　講師:坂口美佳子氏
　定員:先着50人
　材料費:１00円
　持ち物:えんぴつ、よごれてもいいタオル、むしめがね（あれば）
　申込:7月23日（月）午前9時30分から
　　　　 直接または電話で中央図書館636-0231へ

中央図書館3階
集会室

10:00～12:00 中央図書館

8/7(火)

★中学生のための読書案内講座
　 「化石・コハク・ふしぎな石～コハクの原石をみがこう～」
　講師:坂口美佳子氏
　定員:先着30人（小学5・.6年生でも参加できます）
　材料費:１00円
　持ち物:えんぴつ、よごれてもいいタオル、むしめがね（あれば）
　申込:7月23日（月）午前9時30分から
　　　　 直接または電話で中央図書館636-0231へ

中央図書館3階
集会室

14:00～16:00 中央図書館

8/7(火)
★夏休み点字体験～自分の名前を点字でうってみよう～
　作った点字テープをしおりにしてプレゼント
　点訳奉仕員が教えます

中央図書館１階
ホール

13:00～15:00 中央図書館

8/7(火)

★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
　～小山高専編「ブラシ振動で動く車を作ってみよう！」～
　講師:小林康浩さん（小山工業高等専門学校准教授）
　対象:小学1～3年生
　定員:先着20人
　申込:7月25日（水）午前9時30分から電話で東図書館638-5614へ

東図書館2階
集会室

10:00～11:30 東図書館

8/8(水)

★親子おやつ教室
   講師:カルビー食育チーム
   対象:小学生とその保護者
   定員:先着20組
   申込:7月4日（水）午前9時30分から
　　　　 直接または電話で東図書館638-5614へ

東図書館2階
集会室

14:00～16:00 東図書館

8/8(水)

★とちぎ子どもの未来創造大学出前講座
　「江戸時代の古文書を読んでみよう」
　講師:栃木県立文書館職員
　対象:小学4年生～中学2年生
　定員:20名
　持ち物:筆記用具（鉛筆）、マスク、ハンカチ
　申込:7月9日（月）午前9時30分から
　　　　直接または電話で中央図書館636-0231へ

中央図書館3階
集会室

10:30～12:00 中央図書館

8/9(木)

★新聞スクラップ作品を作ろう
　講師:下野新聞社「しもつけ塾」
　対象:小学3年生から6年生の親子
　定員:先着20組
　申込:7月5日（木）午前9時30分から
　　　　　直接または電話で東図書館638-5614へ

東図書館2階
集会室

10:00～12:00 東図書館



日 イベント 会場 時間 お問い合わせ

8/9(木)

★夏休み工作教室「牛乳パックで作ろう　ジャンピングへびくん」
　牛乳パックとわごむで作るかんたん工作
　講師:南図書館職員
　対象:小学生
　定員:先着１６人
　持ち物:牛乳パック（1000ml）３本、はさみ、筆記用具
　申込:7月18日（水）午前9時30分から
　　　　電話で南図書館653-7609へ

南図書館
ワークスペース

10:00～11:30 南図書館

8/10(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
　～足利大学編「橋を作って実験してみよう‐形には強さがある‐」～
　講師:藤島博英さん（足利大学講師）
　対象:小学1年生から4年生
　定員:先着20人
　申込:7月20日（金）午前9時30分から
　　　　電話で東図書館638-5614へ

東図書館2階
集会室

14:00～16:00 東図書館

8/11(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

8/12(日)
★小学生向けの手話つきおはなし会
　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

8/17(金)

★ロボットの実演や操作体験と工作教室
　宇都宮大学工学部の皆さんによるロボットの操作体験や工作の実施
　定員:工作教室は当日先着30～150人
　　　　　（工作により定員が違います）

東市民活動
センター

10:00～15:00 東図書館

8/17(金)

★夏休み体験講座「古代布を織ってみよう！」
　講師:栃木県埋蔵文化財センター職員
　対象:小学生(低学年は保護者同伴）
　定員:先着20人
　持ち物:はさみ
　申込:8月3日（金）午前9時30分から
          電話で南図書館653-7609へ

南図書館
会議室

10:00～12:00 南図書館

8/18(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

8/18（土）

★おはなし玉手箱スペシャル～絵本のないおはなし会～
　世界や日本の昔話などが楽しめる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20人

南図書館
ワークスペース

14:00～14:45 南図書館

8/19(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

8/19(日)

★映画をみて涼しくなろう！子ども映画会
　内容:グリム名作劇場「ブレーメンの音楽隊」
　　　　日本のおばけ話「きもだめしのばん」の２本を上映
　対象:幼児から
　定員:先着50名

河内図書館
集会室

11:00～11:50 河内図書館

8/20(月)

★カフェトーク　「発明王エジソンのひみつ」
　小中学生向けのエジソンや発明に関するお話など
　講師:金井　正雄さん（おもちゃのまちバンダイミュージアム館長）
　対象:小学4年生から中学生
　定員:先着20人
　申込:8月6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

10:00～12:00 中央図書館

8/24(金)

サイエンスらいおんカフェ×よるとしょ
　「サイエンスびぶりお哲学カフェ～本とあなたと哲学と」
　よるの図書館で、講師を囲んで語り合います
　講師:江口建さん（帝京大学講師）、藤平昌寿さん（帝京大学研究員）
  対象:一般（中学生以下は保護者同伴）
　定員:先着1０人
　費用:300円（茶菓子代）
　申込:8月1日（水）から、とちぎサイエンスらいおん事務局
　　　　（Webで検索またはメールinfo@tochigi-lion.net）へ

東図書館 19:30～21:00 東図書館



日 イベント 会場 時間 お問い合わせ

8/25(土)

家庭生活連携講座「知っておきたい薬の知識」
　医薬品の正しい使い方などの基礎知識や生活習慣病の薬について説明
　講師:薬剤師（宇都宮市薬剤師会）、市保健所職員
  定員:先着30人
　申込:8月8日（水）午前9時30分から、電話で南図書館653-7609へ

南図書館
会議室

10:00～11:00 南図書館

8/25(土)
★おはなし玉手箱
　小学生から大人まで楽しめる素話によるおはなし会

中央図書館3階
集会室

14:30～15:00 中央図書館

8/26(日)

名作映画会「父と暮せば」（2004年/日本）
　原爆投下によって死別した4日間の再会を通して、生命の尊さを
　問いかける
　監督:黒木和雄
　出演:原田芳雄、宮沢りえ　ほか
　定員:先着400人

南図書館
サザンクロス
ホール

13:30～15:10
（開場13:00）

南図書館

8/26(日)

★子ども落語教室発表会
　子ども落語教室で勉強してきた成果の発表会
　発表会の最後に森乃むじな師匠による落語もあります
　※入場無料でどなたでもお聞きいただけます
　定員:先着60人

東図書館2階
集会室

14:00～15:30
（開場13:30）

東図書館

8/26(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。

 

 
 図書館では、乳幼児連れの保護者の方も、気兼ねなく利用できる「あかちゃんタイム」を実施しています。 
 いずれの図書館でも、０・1・２歳児向けのおはなし会がある日の10時30分から12時30分までと17時から19時まで
が、「あかちゃんタイム」です。ぜひご利用ください。 
 また、図書館は、乳幼児を連れていつでも利用できます。 

名　称 実　施　館 曜　日 時　間　など

中央図書館 11:00～11:20 （1･2歳児とその保護者向け）

東図書館 11:20～11:40 （0歳児とその保護者向け）

11:00～11:20 （1･2歳児とその保護者向け）

11:30～11:50 （0歳児とその保護者向け）

上河内図書館 第 3 金曜日, 　5月5日 10:00～10:30 （0･1･2歳児とその保護者向け）

河内図書館 第2・4火曜日,　5月5日 11:00～11:30 （0・1・2歳児とその保護者向け）

中央図書館

東図書館

14:30～15:00

※第2日曜日は手話つきのおはなし会です。

上河内図書館 第4土曜日 10:00～10:30 （あかちゃんタイムもやっています）

土曜日

※第1土曜日は小学生向けです。

 パパと楽しむおはなし会 東図書館 第3日曜日 14:30～15:00

奇数月第3日曜日

※お休みの場合もあります。

年間おはなし会スケジュール

 0･1･2歳おはなし会

第2・4火曜日,　5月5日

南図書館 第2・4火曜日,　5月5日

河内図書館 14:30～15:00

 英語のおはなし会 東図書館 11:00～11:30

 おはなし会
 （小さい子向き）

毎週土曜日 11:00～11:30

南図書館 毎週日曜日

館 名 住 所 電 話 休 館 日 

中央図書館 宇都宮市明保野町 7-57 028-636-0231 

金曜（祝日と重なるときは前日） 

第３火曜（祝日と重なるときは翌日） 

特別整理期間 年末年始(12/29～1/3) 

東図書館 宇都宮市中今泉 3-5-1 028-638-5614 月曜（祝日と重なるときは翌日） 

第３木曜（祝日と重なるときは前日） 

特別整理期間 年末年始(12/29～1/3) 上河内図書館 宇都宮市中里町 182-1 028-674-1123 

南図書館 宇都宮市雀宮町 56-1 028-653-7609 

月曜（祝日と重なるときは翌日） 

第３木曜（祝日と重なるときは前日） 

特別整理期間 年末年始(12/29～1/3) 
(ホール、学習閲覧室等は月曜・年末年始のみ休館) 

河内図書館 宇都宮市中岡本町 3397 028-673-6782 

月曜（祝日と重なるときは翌日） 

（8 月の月曜日は開館） 

第３木曜（祝日と重なるときは前日） 

特別整理期間 年末年始(12/29～1/3) 

 


