
平成29年3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。   

日 イベント 会場 時間 お問い合わせ

4/1(土)
図書整理日（全館休館）
※南図書館（ホール、学習閲覧室などは開館）

4/2(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

4/4(火)

うつのみやこども賞選定委員募集
小学生が友だちにすすめたい本を選んで贈る文学賞「うつのみやこ
ども賞」の選定委員を募集します
　対象:市内に在住か通学している小学5・6年生で、原則、毎月第1日
曜日の午前中に、中央図書館で開催する選定会議に参加できる人
　定員:先着20人程度
　申込:4月4日午前9時30分から
         直接または電話で中央図書館028-636-0231へ

中央図書館

4/8(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

4/8(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

4/9(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

4/9(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

4/16(日)
名作映画会「おくりびと」 （2008年/日本）
　監督:滝田洋二郎　／　出演:本木雅弘、広末涼子　ほか
　定員:先着400人

南図書館
サザンクロスホール

13:30～15:40
(開場13:00)

南図書館

4/16(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

4/22(土)

ファインフィールドフェスティバル2017連携事業
①としょかんクイズラリー（22日・23日の2日間開催）
　図書館でクイズに挑戦しませんか？
　先着50名に記念品をプレゼント！
　対象:3歳から小学生まで
②おはなしきゃらばんつぼみ座人形劇
　毎年大好評！　幼児から大人まで楽しめる人形劇です

中央図書館

②人形劇会場
　3階集会室

①10:00～
　　　　　15:00
※両日とも記
念品がなくなり
次第終了
②11:00～
　　　　　12:00

中央図書館

4/23(日)

子ども読書週間企画
本だいすき！～何が入っているのかな？お楽しみ袋～
　お楽しみ袋に入っている、いろんなジャンルの本にチャレンジ!
　幼児用5袋(絵本)、小学1～3年生用5袋(絵本･児童書)
　小学4～6年生用5袋(絵本･児童書)　※なくなり次第終了

河内図書館
カウンター前

9:30～19:00 河内図書館

4/23(日)
南としょかん子どもフェスティバル
　子どものための多彩なイベントを行います
　※詳細は裏面をご覧ください。

南図書館 10:00～15:30 南図書館

4/23(日)

おすすめ本の書評合戦ビブリオバトル
　お気に入りの本を持ち寄って、その面白さについて5分程度のプレ
ゼンテーションを行い、どの本が一番読みたくなったかを観戦者の多
数決で決定する書評イベント
　テーマ:「わくわくする絵本」
　定員:①プレゼンテーション参加者:先着4人（要事前申込）
　       ②観戦者:当日先着50人（申込不要）
　申込:①3月17日午前9時30分から、直接または電話で
　　　　　 南図書館028-653-7609へ（申込締め切り:4月22日）

南図書館
ギャラリー

13:00～13:30 南図書館

4/23(日)

ファインフィールドフェスティバル2017連携事業
①点字体験
　自分の名前が入ったステキなしおりを作りながら、点字のしくみを学
べます
②おはなし玉手箱スペシャル～春の巻～
　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

中央図書館
①点字体験
　１階ロビー
②おはなし玉手箱
　３階集会室

①13:00～
　　　　　15:00

②14:00～
　　　　　15:00

中央図書館

宇都宮市立図書館 

4月のイベント情報 



日 イベント 会場 時間 お問い合わせ

4/29～5/17

「うつのみやの自然パネル展」
　栃木県立博物館及び市環境保全課との共催企画展示
　宇都宮の自然や生物多様性、自然環境に大きな影響を与える生き
もののパネル展示のほか、宇都宮市指定天然記念物、市内で生息
や生育を確認した貴重な動植物や自然環境に大きな影響を与える動
植物の標本などの展示
　パネル展期間中は東図書館内にて「うつのみやの自然クイズラ
リー」を実施

東図書館
1階入り口

9:30～19:00
（月曜休館）

東図書館

環境保全課
028-632-
2405

4/29(土)

うつのみや生きものつながり講座「植物から生物多様性を学ぼう」
　県立博物館及び市環境保全課、環境学習センターとの共催講座
　身近な植物の標本を作り、生態系に大きな影響を与える外来種（植
物）の特徴や駆除方法などについて学びます
　講師:星直斗氏（栃木県立博物館　主任研究員）
　対象:小学5年生から（小学生は保護者同伴）　定員:80名
　申込:4月6日(木)午前9時30分から
　       直接または電話で東図書館028-638-5614へ

東図書館
2階集会室

10:00～12:00

東図書館

環境保全課
028-632-
2405

4/30(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、各図書館へお問合せください。

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 

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 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 
(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） 

第３木曜（祝日と重なるときは前日） 

(８月は全日開館) 

特別整理期間 年末年始 

 

 

 
 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（4月～）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

                                                                                                                                               

・ジャズサックスユニットブルートレインによる「赤ちゃんから楽しめる音楽会」  
                    （10:30～11:30、定員:先着380人）                
・司書体験  ・おはなし会スペシャル  ・図書館クイズラリー ・お茶会   ・バルーンショー  
・おりがみ教室    ・昔遊び 工作  ・幼児向け工作教室   ・種まき体験   ほか 

みんな集まれ！南としょかん子どもフェスティバル（入場無料） 

        4月23日（日）10：00～15：30 会場：南図書館 


