
平成29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。

日 イベント 会場 時間 お問い合わせ

8/1(火)

★小学生のための読書案内講座
　きみはコロンブスをこえられるか～たまごの実験～
　講師:坂口美佳子氏
　定員:先着50人
　材料費:１00円
　申込:7月4日（火）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

8/1(火)

★中学生のための読書案内講座
　 紫外線ってなんだろう～ＵＶチェックストラップをつくろう～
　 講師:坂口美佳子氏
　 定員:先着30人
　 材料費:１00円
　 申込:7月4日（火）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

8/1（火）

★カルビー親子おやつ教室
   講師:カルビー株式会社東日本事業本部食育チーム
   対象:小学3年生から6年生とその保護者
   定員:先着20組
   申込:7月6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

14:00～16:00 東図書館

8/2(水)

★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
　～足利工業大学編「身近なもので作る風力発電機」～
　 講師:浅野光政さん（足利工業大学助教）
　 対象:小学3年生から6年生（3・4年生は保護者同伴）
　 定員:先着20人
　 申込:7月7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

10:00～11:30 東図書館

8/2(水)

★夏休み科学あそび教室「恐竜教室」
　 恐竜についてのお話と、恐竜の爪のレプリカ作り
　 講師:栃木県立博物館職員
　 対象:小学生
　 定員:先着20人
 　申込:7月12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

10:00～12:00 南図書館

8/2(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11日（火）～17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

8/3(木）

★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 



8/3(木)

★ハーブ教室
　 南図書館緑化ボランティアによる、中庭で育てているハー
ブの説明とハーブ石鹸・ハーブソルト作り
　 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11日（火）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

8/4(金)

★夏休みこども科学体験教室
   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

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

8/4(金)

★カルビー親子おやつ教室
　 親子で栄養バランスの整ったメニューを考える
 　講師:カルビー株式会社東日本事業本部食育チーム
 　対象:小学生とその保護者
 　定員:先着15組
 　申込:7月7日（金）午前9時30分から、
　　　　 直接または電話で河内図書館673-6782へ

河内図書館
集会室

10:30～12:00 河内図書館

8/5(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

8/5(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

8/6(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(月)

★さわって感じてドキドキ体験！
     「むかしむかしの道具とくらし」
　 土器や石器のナゾを探り、古代復元衣装を着て撮影がで
きる。土器パズルや、まが玉づくりの体験や河内地区で発掘
された土器も見られる。写真撮影可。
　 講師:公益財団法人 とちぎ未来づくり財団
          埋蔵文化財センター職員
　 対象:小学生（1・2年生は保護者同伴）
　 定員:先着20人
　 材料費:100円
 　申込:7月14日（金）午前9時30分から
　　　　  直接または電話で河内図書館673-6782へ

河内図書館
集会室

10:00～15:00 河内図書館

8/8(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

8/9(水)

★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「光合成ペンダントを作ろう！」～
   講師:梶谷正行さん（帝京大学教授）
 　対象:小学1年生から3年生
 　定員:各先着25人（1回目・2回目どちらも同じ内容です）
　 申込:7月12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
10:00～11:00
第2回目
11:00～12:00

東図書館

8/10(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（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

10:00～12:00 東図書館



8/12(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

8/13(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

8/18(金)

★ロボットの操作体験や工作教室
　 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
　 対象:小学生以上
　 定員:工作教室は当日先着100人

東市民活動センター 10:00～15:00 東図書館

8/18(金)

★夏休み体験講座「まが玉を作ろう！」
　やわらかい石を削って、縄文時代のアクセサリー「まが玉」
を作る
　 講師:栃木県埋蔵文化財センター職員
　 対象:小学生(1・2年生は保護者同伴）
   定員:先着20人
   材料費:300円
　 申込:8月3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

10:00～12:00 南図書館

8/19(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

8/19(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
　 内容: 「おおかみと七ひきのこやぎ」（グリムの昔話）
　　　　　「足折れつばめ」（日本の昔話）など
　 対象:小学生以上
   定員:先着30人

南図書館
ワークスペース

14:00～15:00 南図書館

8/19(土)

★夏の夜空で楽しむ子ども映画会（副音声・日本語字幕
付）
　 夏の夜空の下、巨大スクリーンでみる映画会
　 内容:アニメ グリム童話「金のがちょう」（23分）
　　　　 アニメ シートン動物記「ギザ耳うさぎ」（23分）
　 対象:幼児から
　 定員:先着40人

河内図書館
玄関前
（雨天の場合は集会
室）

19:00～19:50 河内図書館

8/20(日)
★パパと楽しむおはなし会
　 幼児と男性保護者向けのおはなし会

東図書館1階
おはなししつ

14:30～15:00 東図書館

8/20(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

8/26(土)

★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独演会もあります
   ※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(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

8/27(日)

★名作映画会「紙屋悦子の青春」 （2006年/日本）
　 太平洋戦争末期の特攻隊員とその恋人をめぐるヒューマ
ンドラマ
　 監督:黒木和雄
　 出演:原田知世、永瀬正敏　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



8/27(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

8/27(日)

★家族deビブリオバトル
　 小学生の家族が、同じ1冊の本に出会ったエピソードなど
をまじえ紹介します
   オーディエンス（観客）の方は、当日会場までお越し下さい

河内図書館
和室前

14:00～15:00 河内図書館

8/29(火)

★子育て応援企画　家庭生活連携講座
   「キレイは簡単！清掃・収納の時短テクニック」
   時短テクニックを使って、お子さんと向き合う時間を作りま
しょう
 　講師:ダスキンフォワード宇都宮東店職員
　 対象:市内在住の小学生以下の子どもをもつ保護者
　 定員:先着20人
　 申込:8月9日（水）午前9時30分から電話で
          南図書館653-7609へ

南図書館2階
ボランティアルーム

10:30～11:30 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) 

 


