
平成27年7月7日発行

         　　　　　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

開催中～
8/30（日）

宇都宮線開業130周年記念写真展
　内容：「鉄道写真展～日本を走る列車たち～」と題した写真と関連鉄道
書籍の展示。
　協力団体：宇都宮鐵道写真愛好会

南図書館
  エントランスロビー
　（展示ケース）

9:00～21:30 南図書館

8/1(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

8/2(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

8/2(日)

★南図書館の舞台裏に潜入
　普段は入れない図書館や、サザンクロスホールの裏側の案内。
　対象：小学生以上
　定員：先着20人
　申込：7月9日（木）午前9時30分から、電話で南図書館653-7609へ

南図書館 10:00～11:30 南図書館

8/2(日)

★夏休み宿題応援団！「しもつけ新聞塾」
　内容：新聞スクラップ作成
　対象：小学生　定員：先着20人
　申込： 7月17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もしくはＦＡＸ673-6783へ

河内図書館
　集会室

10:00～12:00 河内図書館

8/4(火)

★電気つりざお工作と、ものを凍らせる実験
　横山和哉氏（足利工業大学教授）による電気の磁石で釣るつりざお
と、ものを凍らせる実験。
　対象：小学1～2年生
　定員：先着30人
　申込：7月15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

8/4(火)

★小学生のための読書案内講座　竹けん玉を作ろう
　対象：小学生（1，2年生は保護者同伴）　定員：先着30名
　申込：7月8日（水）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

上河内中学校
　技術室

10:00～12:00 上河内図書館

8/5(水)

★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。
　内容：葉脈標本、万華鏡作製など
　対象：小学1年～4年生
　定員：各回先着30人（事前の申込みは不要です）

東図書館2階
　集会室

①10:30～11:30
②13:30～14:30

東図書館

8/6(木)

★新聞スクラップ教室
　講師：下野新聞社「しもつけ塾」
　対象：小学3～6年生とその保護者　定員：先着20組
　申込：7月17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

10:00～12:00 東図書館

8/6(木)

★小学生のための読書案内講座　偏光板であそぼう！
～色がかわるステンドグラスをつくろう
　講師：坂口美佳子氏
　定員：先着50人　材料費：200円
　申込：7月7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

10:00～12:00 中央図書館



日 イベント 会場 時間 お問い合わせ

8/6(木)

★中学生のための読書案内講座　ＬＥＤでじっけん！
～きれいな光のライトをつくろう
　講師：坂口美佳子氏
　定員：先着30人
材料費：300円
　申込：7月7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

14:00～16:00 中央図書館

8/7(金)

★チリモンを探せ！～今日はお部屋で臨海実習～
　梶谷正行氏（帝京大学教授）による、ちりめんじゃこの中にいる生物を
探して調べる講座。
　対象：小学3～6年生　  定員：先着30人
　申込：7月15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

8/8(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

8/8(土)

★平和月間映画会
「宇都宮市平和月間」にあわせた、平和に関する映画の上映。
第１部（午前）　対象：子どもから大人まで
　内容：｢ちいちゃんのかげおくり」･「おかあさんの木」（アニメ）
第２部（午後）　対象：一般
　内容：「紙屋悦子の青春」
　定員：午前･午後各先着80人

中央図書館3階
　集会室

第1部：
10:30～11:30
第2部：
13:30～15:30

中央図書館

8/8(土)

★まが玉教室
やわらかい石を削って自分だけのまが玉を作ります。
　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10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

8/8(土)
★おはなしサロンスペシャル
　内容：絵本の読み聞かせなど
　対象：幼児、小学生とその保護者

河内図書館
　集会室

14:30～15:10 河内図書館

8/9(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

8/9(日)
★演劇書の特設コーナー関連事業「親子映画会」
　内容：「注文の多い料理店」「セロ弾きのゴーシュ」「猫の事務所」
　定員：先着80人

中央図書館3階
　集会室

10:30～12:00 中央図書館

8/9(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

8/9（日）

★体験！1日だけの映画屋さん「16ミリ映写会を楽しもう！」
実際に映写機に触れて、どのような仕組みで上映されるかを学ぶ。自由
研究にも最適。上映会だけの参加も可。来場者には記念缶バッチをプレ
ゼント。
　内容：「海の動物たちの生活」「トイレの花子さん」
　対象：幼児、小学生とその保護者　定員：先着40人（保護者を除く）
　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
　持ち物：筆記用具、バインダー、カメラなど

河内図書館
　集会室

13:30～15:00 河内図書館

8/15(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

8/16(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(月)

★かわち納涼落語会
　内容：「子ほめ」「猫の災難」
  対象：子ども、一般
　出演：「宇都宮落語研究会」 森乃もぐら、森乃むじな

河内図書館
　和室前

18:00～19:00 河内図書館

8/19(水)
～

9/13(日)

「昔の生き物・今の生き物～体のつくりを学ぼう！～剥製・標本・本で知
る」企画展
　内容：草食肉食の動物の剥製や骨格標本を見ながら，歯やあごの発
育について学びましょう。

中央図書館 9:30～19:00 中央図書館

8/19(水)
ロボットの実演や操作体験と工作教室
　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

8/19(水)

★夏休みおりがみ教室　夏を折って楽しもう！
　対象：小学生（1、2年生は保護者同伴）
　定員：先着18人
　申込：7月23日（木）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

8/20(木)
～

8/27（木）

伝えたい「戦中戦後のくらし」展
　内容：防毒面、千人針などの実物資料の展示

南図書館
　エントランスロビー
　（展示ケース）

9:00～21:30 南図書館

8/21(金)

★夏のお楽しみ会
　出演：おはなしきゃらばんつぼみ座
　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 南図書館

8/22(土)

★家庭生活支援講座　親子で楽しむ「じゃれつき遊び」
－脳をきたえ、生きる力を育てる－
前半は保護者のみ話を聞き、後半は親子で「じゃれつき遊び」を楽しみ
ます。（前半の講演の間、サザンクロスホールで託児を行います。）
　講師：井上高光氏（宇都宮さつき幼稚園理事）
　対象：2歳～6歳の子どもとその保護者
　定員：先着50組
　受付：7月3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
（後半はサザンクロ
スホールに移動しま
す。）

10:00～12:00 南図書館

8/23(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

8/23(日)
名作映画会　「樺太　1945年夏　氷雪の門」
1974年制作の日本映画。出演：二木てるみ　藤田弓子。
　定員：先着400人

南図書館
　サザンクロスホール

13:30～15:30 南図書館

8/23（日）
★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

中央図書館
　3階集会室

14:00～15:00 中央図書館

8/24(月)
★河内図書館　音楽コンサート　～オカリナで涼む音楽の夕べ～
　出演：チアフル・オカリーナ
　対象：子ども、一般

河内図書館
　和室前

17:00～17:40 河内図書館

8/25(火)
8/26(水)

★けんび鏡でミクロの世界を探ろう！！
肉眼では見ることのできないミクロの世界を体感してみましょう。宇都宮
の特産品など身近なものを観察します。
　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

25日
13:00～15:00

26日
①10:00～12:00
②13:00～15:00

東図書館

8/30(日)

★演劇書の特設コーナー関連事業「おやこミニ・シアター」
　内容：「双子の星」劇団アルゴリズムによる演劇会
　対象：小学生以下とその保護者
　定員：各回先着50人
　申込：8月4日（火）午前9時30分から、
　　　　直接または電話で中央図書館へ

中央図書館3階
　集会室

①11:00～12:00
②14:00～15:00

中央図書館

8/30(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

8/30(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。



　　　　　　　宇都宮市立図書館ホームページ　http://www.lib-utsunomiya.jp /

おはなし会スケジュール

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 

 

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き）

東図書館 11:20～11:40（0歳児とその保護者向き）

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 11:00～11:30（0･1･2歳児とその保護者向き）

第2火曜日

※第3火曜日に変更のときもあります。

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 11:00～11:30

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 14:00～15:00

奇数月第3日曜日

※お休みの場合もあります。

14:30～15:00

東図書館 11:00～11:30

第2､4火曜日

0･1･2歳おはなし会
南図書館 第2､4火曜日

河内図書館 11:00～11:30（0～2歳児とその保護者向き）

11:00～11:30

河内図書館

英語のおはなし会

おはなし会
（小さい子向き）

毎週土曜日

南図書館 毎週日曜日

 図書館では、乳幼児連れの保護者も、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。いずれの図書館も、「あかちゃんタイム」の時間内に、０～２歳児向けのおはなし会があり


