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    　　　　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

9/2(土)

うつのみやの魅力再発見　「飲み手に寄り添う日本酒造り」
　株式会社虎屋本店の杜氏による、「菊」の醸造元の歩みや
下野杜氏としての酒造りについての講演会
　講師:天満屋徳（てんまや　まこと）さん
　定員:先着40人
　申込:8月3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

13:30～15:00 東図書館

9/2(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

9/3(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

9/9(土)
小さい子向けのおはなし会（手話つき）
　障がい福祉課との連携事業
　絵本の読み聞かせと簡単な手話が学べます

東図書館
1階おはなししつ

11:00～11:30 東図書館

9/9(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

9/10(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

9/10(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

9/16(土)

保護者向け英語絵本読み聞かせ方講座
　アルファベットの音（フォニックス）から学び、英語絵本の読み
聞かせの実践とポイント
　講師:塚原綾子さん(㈱アカデミック・ロードＡＲ)
　定員:各回30人　※午前・午後とも内容は一緒です
　※お子様連れでの受講はできません
　申込:9月5日（火）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

午前の部
10:30～12:00
午後の部
13:30～15:00

東図書館

9/16(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

9/16(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

9/16(土)

歴史講座「五十里湖の形成と決壊」
　江戸時代に鬼怒川流域で起きた洪水について、五十里湖の
形成と決壊、そして復興への過程を史料から探っていく講座
　講師:山本訓志(やまもと　のりゆき）さん　（栃木県立文書館）
　定員:先着50人
　申込:9月6日（水）午前9時30分から
　　　　直接または電話で南図書館653-7609へ

南図書館
会議室

14:00～15:30 南図書館

9/17(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

9/17(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

9/20(水)

宇南＆宇工ビブリオバトル
　宇都宮南高等学校と宇都宮工業高等学校両校の生徒による
ビブリオバトルを開催します。ぜひ、観客としてご参加ください。
　定員:先着50人 ／ 申込:不要(当日会場まで)

南図書館1階
ギャラリー

16:30～17:30 南図書館

9/24(日)
こども映画会
「あさりちゃんと学ぶ地震の備え」「ミッキーマウス」
「トムとジェリー」 ／ 定員:先着400人

南図書館
サザンクロスホール

14:00～14:40 南図書館

9/24(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

宇都宮市立図書館 

9月のイベント情報 



日 イベント 会場 時間 お問い合わせ

9/30(土)

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歳のおはなし会のスペシャル版
　定員:先着各15組
　申込:9月15日（金）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2階
多目的ホール

【1･2歳児】
10:00～10:40

【0歳児】
11:00～11:40

上河内図書館

9/30(土)

家庭生活支援講座
　「脳の病気とは？～気をつけたい生活習慣～」
　講師:鈴木博子(すずき　ひろこ）さん
 （藤井脳神経外科病院　脳神経外科医師） ／ 定員:先着80人
　申込:9月7日（木）午前9時30分から
　　　　直接または電話で南図書館653-7609へ

南図書館
サザンクロスホール

14:00～15:30 南図書館

9/30(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

　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) 

 

宇都宮市立中央図書館  有償リサイクル市 を開催します 

図書館で不要になった資料をリサイクル市で販売する、毎年好評のイベントです 

          日時：９月２４日（日）、２５日（月） 午前９時３０分～午後３時 

      会場：中央図書館３階集会室 

      価格：大型本１冊２００円、単行本１冊１００円、雑誌・文庫１冊５０円 

        ※児童書はありません   お問合せ 中央図書館 028-636-0231 


