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         　　　　　　 　　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

9/5(土)

南図書館開館4周年記念　「辻原登・真野響子対談」
　　～読書体験で小説家がうまれる、女優がうまれる～
　辻原登さん（芥川賞作家）と真野響子さん（女優）の読書・文学・
演劇などについての対談。本の朗読。辻原さんのサイン会。
　定員：400人
　入場料：1,800円（全席自由）未就学児は入場不可
　チケットの販売は、南図書館（653-7609）・文化会館プレイガイド
（634-6244）・紀伊國屋書店宇都宮店（611-2050）にて

南図書館
　サザンクロスホール

14:00～15:30 南図書館

9/5(土)

うつのみやの魅力再発見!!「宇都宮餃子のおいしさを伝えるために
-餃子の由来と発展の歩み-」
　鈴木章弘さん（協同組合宇都宮餃子会事務局長）による、宇都宮
餃子の歴史や餃子を通して見る観光・地域活性化についての講演
会。
　定員:先着40人
　申込:8月5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

14:00～15:30 東図書館

9/5(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

9/6(日)
9/7(月)

有償リサイクル市
　図書館で不要になった資料（こども向けの本は除く）の販売。
　価格：大型本1冊200円、単行本1冊100円
　　　　　文庫・雑誌2冊で100円

中央図書館3階
　集会室

9:30～15:00 中央図書館

9/6(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

9/12(土)

ロケットを作り、国際宇宙ステーションに行ってみよう
  佐藤洋さん（日本宇宙少年団宇都宮分団長）によるロケット工作と
インターネットから見る国際宇宙ステーションの中の探検。
  対象:小学1～4年生 /  定員:30人
  申込:9月3日（木）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

9/12(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




9/13(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

9/13(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

9/15(火)～
10/19（月）

中央図書館企画展　知っていますか？障がい者スポーツ
 ～ロンドン・ソチパラリンピックを振り返って
　内容：障がい者スポーツ関係の本の展示や、ソチ・ロンドンパラリ
ンピックのパネル展示
　協力：栃木県障がい者スポーツ協会・日本障がい者スポーツ協会

中央図書館 9:30～19:00 中央図書館

9/18(金)

０･１･２歳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：9月4日（金）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2階
　多目的ホール

【1･2歳児】
10:00～10:40

【0歳児】
11:00～11:40

上河内図書館

9/19(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

9/19(土)
子ども映画会
 　「おおきなかぶ」「くまのプーさん」「かぐやひめ」
　定員：400人

南図書館
　サザンクロスホール

13:30～14:10 南図書館

宇都宮市立図書館 

9月のイベント情報 



日 イベント 会場 時間 お問い合わせ

9/19(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

9/20(日)

古文書解読講座「古文書にチャレンジ！」
　第１回江戸期の古文書「三行半」「村明細帳」等
　定員：先着30名（2回連続受講できる方）
　申込：　9月3日（木）午前9時30分から、
　　　　　　直接または電話で中央図書館636－0231へ
※第２回　9月27日（日）明治期の古文書「田中正造の書簡」

中央図書館3階
　集会室

13:30～15:00 中央図書館

9/20(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

9/23(水)
知っていますか？障がい者スポーツ企画展関連
　ナイチュウとの撮影会

中央図書館
エントランスホール

10:30～11:00 中央図書館

9/23(水)

南図書館開館4周年記念 「次郎物語」映画上映と講演会
  第1部　作者・下村湖人のご子息 下村徹さんによる 『「次郎物語」
と父・下村湖人』と題した講演。
  第２部　映画上映「次郎物語」（1987年　東宝）
　対象：小学生以上 / 定員：400人（事前申込不要）

南図書館
　サザンクロスホール

13:30～16:00 南図書館

9/26(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

9/27(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 

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 

 


