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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

4/1(水)
資料整理日（全館休館）
※南図書館（ホール、学習閲覧室などは開館）

4/4(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

4/5(日)

名作映画会「西鶴一代女」
　（1952年　日本映画）
　出演：田中絹代・山根寿子・三船敏郎ほか
　定員：先着400人

南図書館サザンクロスホール
13:30～16:00
（開場13:00）

南図書館

4/5(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

4/11(土)

運がつくぞう　象のうんちで和紙作り
　内容：宇都宮動物園職員による象のフンを使っての
　　　  　和紙作り体験
　定員：先着40人（小学生以上、保護者同伴可）
　申込：3月21日（土）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 14:00～15:00 南図書館

4/11(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

4/12(日)
図書館子ども会
　小学1～3年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

4/12(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

4/18(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 14:30～15:00 東図書館

4/19(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

4/24(金)
上河内子育て応援スペシャルデー
　絵本・手遊びのおはなし会です。

上河内図書館読書コーナー 10:00～12:00 上河内図書館

4/25(土)

ファインフィールドフェスティバル2015連携事業
おはなし玉手箱スペシャル～春の巻～
　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ます。スタンプを
　集めると、プレゼントがもらえます。

中央図書館3階集会室 14:00～15:00 中央図書館

4/26(日)
南としょかん子どもフェスティバル
　子どものための多彩なイベントを行います。
　※詳細は裏面をご覧ください。

南図書館 10:00～15:30 南図書館

4/26(日)
ファインフィールドフェスティバル2015連携事業
　おはなしきゃらばんつぼみ座人形劇

中央図書館3階集会室 11:00～12:00 中央図書館

4/26（日）

ファインフィールドフェスティバル2015連携事業
　点字体験コーナー
　点字って知っていますか？自分の名前を点字に
   するとどうなるかな？

中央図書館1階ロビー 13:00～15:00 中央図書館

4/28(火)
～

    5/10(日)

子ども読書週間企画　ちいさな美術館
～あれ！？何かおかしい、不思議なルノワール展～
　内容：ルノワールが描いた絵画の複製画を展示。
　　　　　それにまつわるクイズに正解するとプレゼント
　　　　　がもらえます。（先着100名様）
　　　　　5月10日（日）まで。
　対象：子ども・一般

河内図書館集会室

平日
9:30～20:00
土・日・祝
9:30～19:00

河内図書館

        　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。

宇都宮市立図書館 

４月のイベント情報 



 みんな集まれ！南としょかん子どもフェスティバル（入場無料） 

          4月26日（日）10：00～15：30 

          会場：南図書館 028-653-7609 
                                  ・フルートとピアノによる 「赤ちゃんから楽しめる音楽会」  

                                                                                                                                          （10:30～11:30、定員:先着380人）                       

                                  ・司書体験    ・お茶会       ・バルーンパフォーマンス     ・おりがみ教室                      
                                    ・昔遊び     ・こうさく教室    ・種まき体験                             ・おはなし会スペシャル       
                                                               ・としょかんウォークラリー     ・わくわくグルメ模擬店                         ほか 
                                                   ※直接会場へお越しください。 
                                              

年間おはなし会スケジュール 

名 称 実 施 館 曜 日 時 間 など 

0･1･2 歳おはなし会 

中央図書館 

東図書館 
第 2､4 火曜日 5 月 5 日 

11:00～11:20（1･2 歳児とその保護者向き） 

11:20～11:40（0 歳児とその保護者向き） 

南図書館 第 2､4 火曜日 5 月 5 日 
11:00～11:20（1･2 歳児とその保護者向き） 

11:30～11:50（0 歳児とその保護者向き） 

上河内図書館 第 3 金曜日 5 月 5 日 11:00～11:30（0・1・2 歳児とその保護者向き） 

河内図書館 
第 2 火曜日 5 月 5 日 

※第 3 火曜日に変更のときもあります。 
11:00～11:30（0・1・2 歳児とその保護者向き） 

おはなし会 

（小さい子向き） 

中央図書館 

東図書館 
毎週土曜日 11:00～11:30 

南図書館 毎週日曜日 
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 11:00～11:30 

河内図書館 
毎週土曜日 

※第 1 土曜日は小学生向けです。 
14:30～15:00 

パパと楽しむおはなし会 東図書館 第 3 日曜日 14:30～15:00 

英語のおはなし会 東図書館 
奇数月第 3 日曜日 

※お休みの場合もあります。 
11:00～11:30 

 
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 

 

 

 
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、午前10時30分から午後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。 

うつのみやこども賞選定委員募集 
小学生が友だちにすすめたい本を選んで贈る文学賞「うつのみやこども賞」の選定委員を募集します 
・対象 市内に在住か通学している小学5・6年生で、原則、毎月第1日曜日の午前中に、 

         中央図書館で開催する選定会議（年10回開催）に参加できる人 

・定員 先着20名程度 

・内容 毎月4冊の本を読み、「月の本」1冊を選定 

・申込 4月2日（木）午前9時30分から、直接または電話で中央図書館028-636-0231へ 


