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日 イベント 会場 時間 お問い合わせ

8/2(火）

★スーパーチビもそ君をつくろう
 　田中昭雄さん（小山工業高等専門学校准教授）によるブラシ
の振動で走るおもちゃの製作
 　対象：小学3年生から6年生
　 定員：先着30人
 　申込：7月8日（金）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

10:00～11:30 東図書館

8/2(火)

★小学生のための読書案内講座
   結晶って○○でしょう～結晶ツリーをつくろう
　 講師：坂口美佳子さん
　 定員：先着50人　材料費：300円
　 申込：7月4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

中央図書館
　3階 集会室

10:00～12:00 中央図書館

8/2(火)

★中学生のための読書案内講座
   ＤＮＡってなんだろう～二重らせんストラップをつくろう
 　講師：坂口美佳子さん
 　定員：先着30人　材料費：300円
 　申込：7月4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

中央図書館
　3階 集会室

14:00～16:00 中央図書館

8/3(水）
～

8/30(火)

荒井退造展
   戦時下の沖縄で住民の疎開に尽力した、宇都宮出身の荒井
退造の生涯、関連図書、那覇市の地下壕から見つかった退造
ゆかりの「おの」などの展示
　※関連イベントを、8/5（金）、8/27（土）に開催します。

南図書館
　エントランスロビー
　展示ケース

9:00～21:30
(月曜休館)

南図書館

8/3(水）

★親子スクラップ教室
　 新聞を使い、親子でスクラップ作品をつくろう
 　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6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

8/3(水)

★ペットボトルで顕微鏡をつくろう
　ペットボトルで顕微鏡を作り、タマネギの皮や花粉などを観察
します
 　対象：小学生（1年生から3年生は保護者同伴）
 　定員：先着18人
 　持物：ペットボトル（500mlまたは350ml）ほか
　 　　　　くわしくは、南図書館にお問合せください
　 申込：7月12日（火）午前9時30分から
　　　　　電話で南図書館653-7609へ

南図書館
　ワークスペース

10:00～12:00 南図書館

8/4(木)

★まが玉をつくろう
　やわらかい石をけずって自分だけのまが玉を作ります
　 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：280円
   申込：7月8日（金）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

8/4（木）

★オルゴール風車をつくろう
　 出井努さん（足利工業大学講師）による風の力を使って音が
鳴るオルゴール工作
　 対象：小学1年生から3年生
   定員：先着30人
   申込：7月13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

10:00～11:30 東図書館

　　　　　　　　　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。   

                      子供向けの催しには「★」マークがついています。

                      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。

宇都宮市立図書館 

8月のイベント情報 



日 イベント 会場 時間 お問い合わせ

8/5(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

8/5(金)

報道ドラマ「生きろ～戦場に残した伝言～」上映会
    太平洋戦争末期の沖縄を舞台に、20万人もの県民の命を
救った荒井退造県警察部長と島田叡（あきら）県知事を、ドラマ
とドキュメンタリーで描いたTBS制作のドラマ上映
　 定員：先着400人

南図書館
 サザンクロスホール

13:30～15:30
(開場13:00)

南図書館

8/6(土)

★ガス管で万華鏡をつくろう
  東京ガス株式会社　宇都宮支社による、3Rについての説明と
ガス管を使った万華鏡作り
 　対象：小学4年生から6年生とその保護者
           （子どもだけの参加も可）
 　定員：先着20組
　 申込：7月13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

10:30～11:30 南図書館

8/6(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

東図書館
　2階 集会室

14:00～15:00 中央図書館

8/6(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

8/7(日)

名作映画会「夢のまにまに」 （2008年/日本）
    映画美術界の巨匠が自らの人生と戦争への思いを優美な
映像で描いたヒューマンストーリー
　 監督：木村威夫
　 出演：長門裕之、有馬稲子、宮沢りえほか
　 定員：先着400人

南図書館
 サザンクロスホール

13:30～15:20
(開場13:00)

南図書館

8/7(日)

★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　先着15人
    申込：7月12日（火）～20日（水）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

8/7(日)

★夏の16ミリフィルム映写会＆工作「映写機を作って遊ぼ
う！」
 　手作りの映写機で映像を写してみよう
　 映写会では「星の王子様」「葉っぱのゆりかご」を上映
　　※映写会のみの参加も可
 　協力：うつのみや映写ボランティアの会
　　　　　宇都宮市立視聴覚ライブラリー
 　【工作】対象：小学生以上（1.2年生は保護者同伴）
　　定員：20人
　　申込：7月15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
　　費用：200円（材料費）
 　【映写会】対象：幼児から小学生とその保護者
　　定員：先着40人

河内図書館
　集会室

工作
13:30～14:15
映写会
14:30～15:15

河内図書館

8/7(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

8/10(水)

★レインボースコープ～光の万華鏡～をつくろう
 　梶谷正行さん（帝京大学教授）による紙コップでの万華鏡作
り
　 対象：小学1年生から3年生
 　定員：各先着20人（1回目・2回目どちらも同じ内容です）
 　申込：7月15日（金）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

第1回目
10:00～11:00
第2回目
11:00～12:00

東図書館

8/14(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

8/17(水)

★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



日 イベント 会場 時間 お問い合わせ

8/20(土）

★夏のお楽しみ会
　 出演：おはなしきゃらばんつぼみ座
　 対象：幼児から
　 内容：パネルシアター、ペーパーシアター、人形劇など
 　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

8/20(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
　おはなしコーナー

11:30～12:00 東図書館

8/20(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

8/20(土)

★おはなしサロンスペシャル
　 通常のおはなし会のスペシャル版
　 対象：幼児から小学生
　 定員：先着50人

河内図書館
　集会室

14:30～15:10 河内図書館

8/21(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

8/22(月)

かわち納涼落語会
　 内容：「粗忽（そこつ）の釘」「火焔太鼓」
　 出演：「宇都宮落語研究会」森乃もぐら、森乃むじな
　 対象：子ども、一般

河内図書館
　和室前

18:00～19:00 河内図書館

8/23(火)

★カフェトーク「雲をつかむはなし」
　 講師：大澤真弓さん（宇都宮地方気象台職員）
　 対象：小学3年生以上
　 定員：先着20人
 　申込：8月8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

中央図書館
　3階 集会室

10:30～11:30 中央図書館

8/23(火)

★作って遊ぼう！「ダンボールクラフト」
　 本田技研工業株式会社　社会活動推進センターによるダン
ボールクラフト教室
 　対象：小学生（1,2年生は保護者同伴）
　 定員：25人
 　申込：7月22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
　その他：1,2年生は「ミニアシモ」の作成
　           3年生以上は「ミニアシモ」「アシモ」 「スクーター」
                              「ミニフォーミュラカー」 から選択

河内図書館
　集会室

13:30～15:30 河内図書館

8/24(水)

24日
13:00～15:00

8/25（木) 25日
第1回目
10:00～12:00
第2回目
13:00～15:00

8/25(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：8月4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

14:00～15:30 南図書館

8/27(土)

講演会「たじろがず　沖縄に殉じた　荒井退造」
　 室井光さん（元黒羽高等学校校長）による、荒井退造を紹介
する講話
    定員：先着50人
  　申込：8月5日（金）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

10:30～12:00 南図書館

8/27(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

★けんび鏡で見る　よい微生物　わるい微生物
   けんび鏡でよい微生物、わるい微生物を観察し、身の回りの
ミクロの世界を体感する
　 対象：子どもから大人まで
 　講師：株式会社ウエルシーライフラボ

東図書館
　2階 集会室

東図書館



日 イベント 会場 時間 お問い合わせ

8/28(日)

★子ども落語教室（最終回）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

13:30～15:30 東図書館

8/28(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。

年間おはなし会スケジュール 

 

 
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 

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 

 


