宇都宮市立図書館

平成29年10月7日発行

11月のイベント情報
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

11/4(土) 小学生向けのおはなし会 絵本の読み聞かせ

会場
河内図書館
おはなしコーナー
南図書館
おはなしのへや

時間

お問い合わせ

14:30～15:00

河内図書館

15:00～15:30

南図書館

東図書館
集会室

13:30～15:00

東図書館

中央図書館3階
集会室

14:00～16:00

中央図書館

11/11(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

11/12(日) 南としょかん祭 ※内容は裏面をご覧ください

南図書館

9:30～15:30

南図書館

南図書館
おはなしのへや
上河内図書館2階
多目的ホール

①11:10～11:40
南図書館
②15:00～15:30

11/5(日) 小学生向けのおはなし会 絵本の読み聞かせや素話
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「建築モノづくり教室－ドームをつくる」
いろいろな色の厚紙を使って、30cm程度の多面体ドームを作
ります
11/11(土) 講師:大島隆一さん（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
持ち物:はさみ、筆記用具、定規
申込:10月12日（木）午前9時30分から
電話で東図書館638-5614へ
落語会
11/11(土) 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

11/12(日)

南としょかん祭おはなし会スペシャル 小学生向け
絵本の読み聞かせや素話

11/12(日) 図書館こども会 小学生向けのおはなし会
ロングライフ支援講座 新聞から学ぶ「文書術」
下野新聞社「しもつけ新聞塾」講師による文章術の講座
投稿文の書き方も伝授
11/15(水)
対象:一般市民 ／ 定員:先着40人
申込:10月25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

10:30～11:30

上河内図書館

14:00～16:00

東図書館

9:30～12:00

栃木県
教育委員会
事務局
生涯学習課
623-3408

11:30～12:00

東図書館

13:30～15:30

中央図書館

14:30～15:00

東図書館

15:00～15:30

南図書館

24日
16:00～18:00
視聴覚ライブラリー
（開場15:30）
スタジオ
25日
(東図書館3階)
14:00～16:00
（開場13:30）

東図書館

東図書館
集会室

まが玉をつくろう
実施機関:栃木県立博物館
参加対象:小学4年生から中学3年生及び保護者
上河内図書館2階
11/18(土)
定員:先着30人 ／ 費用:300円（材料費）
多目的ホール
申込:10月18日（水）から
「とちぎ子どもの未来創造大学」ホームページでのみ受付
東図書館1階
11/18(土) 小学生向けのおはなし会 絵本の読み聞かせや素話
おはなししつ
読書推進講座 「宮澤賢治の世界を味わう」
講師:礒野佑子（いそのゆうこ）さん
(ＮＨＫ宇都宮放送局アナウンサー)
11/18(土)
対象:一般市民 ／ 定員:先着80人
申込:11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636-0231へ
11/19(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
11/19(日) 小学生向けのおはなし会 絵本の読み聞かせや素話
東図書館開館25周年記念 平成29年度レコードコンサート
レコードで「ジャズの名盤」を楽しむコンサート
内容:24日＝スイングジャズを中心に
11/24（金）
25日＝クロスオーバーを中心に
11/25（土）
定員:各日先着50人(小学生以下入場不可）
申込:11月7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

中央図書館3階
集会室

東図書館1階
おはなししつ
南図書館
おはなしのへや

日

イベント

会場

お問い合わせ

中央図書館3階
集会室

14:30～15:00

中央図書館

世界の絵本を楽しもう
宇都宮在住の外国人の方による自国の絵本の読み聞かせ
11/26(日) と、民族衣装、言葉や遊び、民芸品などについての説明
対象:幼児（保護者同伴）～一般
定員:先着80人（申込み不要、直接会場まで）

東図書館2階
集会室

13:30～15:30

東図書館

11/26(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

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
中央図書館3階
11/28(火) 定員:先着各15組
集会室
申込:11月14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

【1･2歳児】
10:00～10:40
【0歳児】
11:00～11:40

中央図書館

11/25(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

時間

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。

図書館から地域へ人の輪をひろげよう！南としょかん祭（入場無料）
11月12日(日) 9：30～15：30 会場：南図書館
・白鷗大学ハンドベルクワイアコンサート、宇都宮南高校音楽部による合唱、
雀宮中学校吹奏楽部による演奏、 雀宮中央小学校によるソーラン演舞
（13:30～16:00、定員:先着330人）
・宇都宮工業高校 科学技術研究部によるミニ新幹線とミニソーラーカー
・おはなし会スペシャル
・としょかんクイズラリー
・幼児向け工作
・本のリサイクル市
・環境学習センターによる「エコランドがやってくる」
・「おたのしみぶっく」の貸出
・わくわくグルメ模擬店
・地元野菜販売
・地域の企業紹介
・歴史展示

※直接会場へお越しください。詳細は、チラシまたは南図書館のホームページをご覧下さい。

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。
年間おはなし会スケジュール
名 称

実 施 館
中央図書館
東図書館

0･1･2歳おはなし会

南図書館

曜 日
第2・4火曜日, 5月5日

中央図書館
東図書館
おはなし会
（小さい子向き）

南図書館

河内図書館

館 名

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）

5月5日

10:00～10:30 （0･1･2歳児とその保護者向け）

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）

毎週土曜日

11:00～11:30
14:30～15:00

毎週日曜日

※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

パパと楽しむおはなし会 東図書館
英語のおはなし会

11:20～11:40 （0歳児とその保護者向け）

第2・4火曜日, 5月5日

上河内図書館 第 3 金曜日,
河内図書館

時 間 など
11:00～11:20 （1･2歳児とその保護者向け）

東図書館

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。
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。

住 所

電 話

中央図書館

宇都宮市明保野町 7-57

028-636-0231

東図書館

宇都宮市中今泉 3-5-1

028-638-5614

上河内図書館 宇都宮市中里町 182-1

028-674-1123

南図書館

028-653-7609

宇都宮市雀宮町 56-1

14:30～15:00

11:00～11:30

休 館 日
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)
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)
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)

