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　　　　　　　　　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

1/6(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

1/7(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

1/10（水）
～

1/28（日）

南図書館・宇都宮動物園連携企画「あつまれ　動物好き！」
飼育員が撮った、動物の写真展
　福島、茨城、群馬、栃木県の動物園・水族館の飼育員が撮影
した、動物や魚の写真をパネル展示

南図書館
エントランスロビー

9:00～21:30 南図書館

1/13(土)

南図書館・宇都宮動物園連携企画「あつまれ　動物好き！」
動物おもしろ話
　宇都宮動物園の職員による動物の話と、ウサギとの触れ合
い、図書館司書による動物が主役の絵本の読み聞かせ
　対象:小学生以上（保護者同伴可）
　定員:先着30人
　申込:12月13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

13:30～15:00 南図書館

1/13(土)

おはなし玉手箱スペシャル～冬の巻～
　世界や日本の昔話など、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、スタンプを集めた方に
は、プレゼントを差し上げます。

東図書館2階
集会室

14:00～15:00 中央図書館

1/13(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

1/14(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

1/14(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

1/17(水)

河内図書館　新春音楽コンサート「津軽三味線」
　津軽三味線と津軽の唄っこ
　出演:津軽三味線クラブ
　指導:小山貢清世（おやま　みつきよ）さん
　対象:子ども、一般

河内図書館
和室前

16:00～17:00 河内図書館

1/20(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

1/20(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。

南図書館
サザンクロスホール

14:00～16:00 中央図書館

1/21(日)

子どもと子どもの本をつなぐ講座
親子で楽しむ「お米と日本人のくらし」
　講師:白央篤司（はくおう　あつし）さん
　対象:小学生以上、一般 ／ 定員:先着60名
　受付:1月6日（土）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

13:30～15：00 中央図書館

1/21(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

1/21(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

1/27(土)

八名信夫氏初監督作品「上映会」＆「トークショー」
　監督・脚本・主演した映画「おやじの釜めしと編みかけのセー
ター」の上映会や、映画にまつわるお話など
　出演:八名信夫さん（悪役俳優グループ「悪役商会」主宰者）
　定員:先着400人

南図書館
サザンクロスホール

13:30～15:40 南図書館

1/27(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

宇都宮市立図書館 

1月のイベント情報 



日 イベント 会場 時間 お問い合わせ

1/28(日)

南図書館で演劇を楽しもう!　「演劇ワークショップ」
　「劇団仲間」の演出家、 木内希さんによる「ことばとからだで
伝える表現」と題したワークショップ
　対象:小学1年～中学3年生
　定員:各回 先着25人
　申込:1月12日（金）午前9時30分から
　　　　電話で南図書館653-7609へ

南図書館
ボランティアルーム

【小学1年～3年生】
10:00～12:00
【小学4年～中学3年生】
13:30～15:30

南図書館

1/28(日)

カフェトーク「書で笑おう」
　「書」をテーマにしたお話や、実際に筆をとりながら書を楽しむ
　講師:益子史舫(ましこ　しほう）さん
　対象:関心のある一般市民 ／ 定員:先着15人
　申込:1月9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

13:30～15：30 中央図書館

1/28(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。 

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) 

 

      宇都宮市立上河内・河内図書館  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：１月１2日（金）、１3日（土） 午前９時３０分～午後３時 

      会場：河内図書館集会室 

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

        ※児童書はありません    

                         お問合せ 上河内図書館 028-674-1123 

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


