
　　　　　　　　　　　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。   
　　　　　　　　　　  　子ども向けの催しには「★」マークがついています。

日 イベント 会場 時間 お問い合わせ

7/4(土)
★おはなし会スペシャル夏の巻　いつものおはなし会を１時間に拡大。
最初の１５分間は１．２歳向けのおはなし会です。

東図書館１階
　おはなしコーナー

11:00～12:00 東図書館

7/4(土)

うつのみやの魅力再発見！！「オンリーワンの地酒を目指して」
 下野地酒「澤姫」五代目蔵元兼杜氏井上裕史さんによる講演。
 定員:先着40人
 申込:6月17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

13:30～15:00 東図書館

7/4(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

7/5(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

7/11(土)

★おもしろ実験　化学で光をつくろう！ 笹沼いづみさん（小山工業高等
専門学校講師）による化学反応から発生する光の実験。
　対象:小学3～6年生　/　定員:先着20人
　申込:6月23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

10:00～11:30 東図書館

7/11(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

7/12(日)

★田原先生のわくわくサイエンス教室　科学実験とものづくり体験
　対象:①小学1～3年生　②小学4～6年生　/　定員:各回先着30人
　申込:6月24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

①10:00～12:00
②13:30～15:30

東図書館

7/12(日) ★図書館こども会　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

7/12(日)

★さあ行こう　図書館探検ツアー
　図書館の便利な使い方、普段は入れない裏側の案内
　対象:小学生以上　/　定員:先着20人
　申込:6月11日（木）午前9時30分から電話で南図書館653-7609へ

南図書館 11:00～12:00 南図書館

7/12(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

7/12（日）
～

8/15（土）

平和資料コーナー開設
　平和関連の本などを集めたコーナー開設や平和資料リスト「平和って
なに？」の配布。中央図書館では、宇都宮の空襲に関する資料を展示。

中央･東・南・
上河内・
河内図書館

各図書館の
開館時間内

各図書館

7/14(火)

★0・1・2歳の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20組
　申込:6月30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

【1･2歳児】
10:00～10:40
【0歳児】
11:00～11:40

中央図書館

7/18(土)
★小学生向けのおはなし会　絵本の読み聞かせや素話
※今月よりおはなし会の時間が変更になります。

東図書館1階
　おはなしコーナー

11:30～12:00 東図書館

7/18(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

7/19(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

7/24(金)

★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　/　定員:20人
　申込:7月3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ＡＳＩＭＯ」の作成。他の学年は「ミニＡＳＩＭＯ」
　　　　　　「ＡＳＩＭＯ」 「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 10:30～12:30 河内図書館
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日 イベント 会場 時間 お問い合わせ

7/25(土)

★土器にドッキリ「親子でワクワク歴史教室」
　前原義之さん（宇都宮市文化課指導主事）による江戸時代の日光街
道や宇都宮の物産の話、歴史クイズ、土器に触れる体験コーナーなど。
　対象:小学3年生以上とその保護者 /　定員:先着30組（子ども30人）
　申込:7月7日（火）午前9時30分から電話で南図書館653-7609へ

南図書館
　サザンクロスホール

10:00～12:00 南図書館

7/25(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

7/25(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 中央図書館3階集会室 14:30～15:00 中央図書館

7/26(日) 文芸講演会　宇都宮市ゆかりの野口雨情に関する講演 中央図書館3階集会室 13:00～15:00 中央図書館

7/26(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

7/29(水)

★パソコンを分解して学ぶ３Ｒ　赤松志寿代さん（富士通株式会社）によ
るパソコンを分解して３Ｒを学ぶ講座。
　対象:小学4～6年生及び中学生　/　定員:先着40人
　申込:7月3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

14:00～15:30 東図書館

7/30(木)
★夏休みお楽しみ会　おはなしきゃらばんつぼみ座による人形劇
　対象:小さいお子さんから大人まで　/　定員:先着120人（入場無料）

中央図書館3階
　集会室

10:30～11:30 中央図書館

7/30(木)

★親子おやつ教室
　ゲームやクイズに参加して、遊びながら食について学びます。
　講師:カルビー株式会社食育チーム
　対象:小学3～6年生とその保護者　/　定員:先着20組
　申込:7月8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

14:00～16:00 東図書館

7/30(木)

★ハーブ教室
　図書館の中庭で育てているハーブの説明とハーブ石けん作り。
　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:7月8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 14:00～15:30 南図書館

7/31(金)

★夏休み工作教室　小学校低学年向けのリサイクル工作の講座。
　対象:小学1～3年生　/　定員:先着12組
　申込:7月10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
　事前に各自で用意するものがあります。　詳しくは東図書館へ。

東図書館2階
　集会室

10:00～11:30 東図書館

7/31(金)

★体験してみよう　1日司書さん
　対象:小学3～6年生　/　定員:先着15人
　申込:7月10日（金）午前9時30分から7月20日（月）午後7時まで
　　　　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

7/31(金)

★夏のおたのしみ会　ようこそ！おはなしの世界へ
　雀宮おはなし会による大型絵本の読み聞かせ、パネルシアターなど。
　対象:幼児から小学低学年　/　定員:先着50人

南図書館会議室 14:00～15:00 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、各図書館へお問合せください。

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 


