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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ますのでご
参加ください。また、図書館は、乳幼児を連れていつでもご利用いただけます。 

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　5月5日 11:00～11:30（0･1･2歳児とその保護者向き）

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。

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　5月5日

0･1･2歳おはなし会
南図書館 第2､4火曜日　5月5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



平成26年7月7日発行

　　　　　　　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。   

月　日 イ　ベ　ン　ト 会　場 時　間 お問い合わせ

8/1(金)

1日司書さん
　対象　小学3～6年生　先着15名
　申込　7月10日～20日の間に
　直接または電話で上河内図書館へ

上河内図書館 13:30～15:30 上河内図書館

くらしの中にある自然の放射線を調べてみよう
　定員　小学3～6年生　先着30人
　申込　7月16日（水）午前9時30分から、
　直接または電話で東図書館ヘ

東図書館２階集会室 10:00～11:30 東図書館

ようこそ！おはなしの世界へ
　「雀宮おはなし会」による絵本の読み聞かせや
　パネルシアターなど
　対象　幼児～小学3年生　　定員　先着50名

南図書館会議室 10:30～11:30 南図書館

第1回書道を楽しもう！
　小学生を対象とした書道教室
　 ＊書道道具、半紙持参
  定員  先着10人
  申込  7月18日（金）午前9時30分から
  直接または電話で河内図書館へ

河内図書館和室 10:00～12:00 河内図書館

小学生向けのおはなし会
　絵本の読み聞かせや素話

河内図書館おはなしコーナー 14:30～15:00 河内図書館

夏休み子ども落語教室（全４回講座　第２回） 東図書館２階グループ研究室３ 13:30～15:30 東図書館

名作映画会「雨月物語」
　（1953年　日本映画）
　出演　京マチ子・田中絹代
　定員　先着400人

南図書館サザンクロスホール
13:30～14:10
（開場13:00）

南図書館

宇都宮ブリッツェンとカフェトーク
　競技用自転車の展示あり。紙芝居やマスコットキャ
ラクターとの写真撮影。カフェトークは一般対象
　定員　カフェトーク先着50人
紙芝居は特になし。カメラは各自持参

河内図書館集会室

紙芝居など
13:30～14:00
カフェトーク
14:10～15:00

河内図書館

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

小学生のための読書案内講座
『ゴムのじっけん～ブルブル君とスーパーボールを
つくろう』
  定員　小学生　先着30名  材料費　100円（当日集金）

  申込　7月8日（火）午前9時30分から、
　直接または電話で上河内図書館へ

上河内図書館２階多目的ホール 10:00～12:00 中央図書館

中学生のための読書案内講座
『宇宙ってどんなとこ？
～月齢早見盤をつくろう～』
　定員　中学生（小学5･6年生も可）　先着30名
　材料費　100円（当日集めます。）
　申込　7月8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 14:30～16:30 中央図書館

8/6(水)

親子スクラップ教室
　定員　小学3～6年生　先着20組
　申込　7月15日（火）午前9時30分から、
　直接または電話で東図書館へ

東図書館２階集会室 10:00～12:00 東図書館

8/7(木)

知って役立つ身近なメンタルヘルス
　　　　　～最近のうつ病の動向～
　講師　中村研之（宇都宮市医師会　精神科医）さん
　定員　先着50人　申込　7月1日（火）から電話で
　　　　　保健所保健予防課626-1114

東図書館２階集会室 14:30～16:30
保健所
保健予防課

8/9（土）

バルーンアートで遊ぼう！バルーンアートの作成
　定員　先着50人
　申込　7月18日（金）午前9時30分から
　直接または電話で河内図書館へ

河内図書館集会室 10:30～11:30 河内図書館

8/5(火)

8/2(土)

8/3(日)

宇都宮市立図書館 

８月のイベント情報 



月　日 イ　ベ　ン　ト 会　場 時　間 お問い合わせ

おはなし玉手箱スペシャル～夏の巻～
　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

エコであそぼう
　さまざまな道具を使ってエコ体験ができる講座。
　対象　小学生（2年生以下は保護者同伴）
　定員　先着30人
　申込　7月10日（木）午前9時30分から
　直接または電話で南図書館へ
※8月5～10日までエコロジーに関するパネル展開催

南図書館会議室 14:00～15:00 南図書館

おはなしサロンスペシャル　絵本の読み聞かせなど 河内図書館集会室 14:30～15:30 河内図書館

小学生向けのおはなし会
　テーマにそった本の紹介や素話

中央図書館２階おはなし室 14:30～15:00 中央図書館

図書館こども会
　小学1～3年生向けおはなし会・工作

上河内図書館２階多目的ホール 10:30～11:30 上河内図書館

第２回書道を楽しもう！
小学生を対象とした書道教室
　＊書道道具、半紙持参
　定員　先着10人
　申込　7月18日（金）午前9時30分から
　直接または電話で河内図書館へ

河内図書館和室 10:00～12:00 河内図書館

夏休み　こども絵画教室
　講師　今村幸治郎さん（画家、絵本作家）
　対象　5歳から小学生まで（保護者1名同伴可）
　定員　先着30名　　色えんぴつ・クレヨンなど、
　　　　　好きな画材をお持ちください。
　申込　7月11日（金）午前9時30分から、
　直接または電話で南図書館へ

南図書館会議室 13:30～15:30 南図書館

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

8/11(月)
納涼落語会
　宇都宮落語研究会の森乃むじな・森乃もぐら

河内図書館和室 18:00～18:50 河内図書館

8/12(火)
平和月間映画会
　平和に関するアニメや一般向け映画の上映。
　午前・午後それぞれ先着100名。無料。

中央図書館集会室

（子ども向け）
10:30～11:30
（一般向け）
13:30～15:30

中央図書館

8/16(土)
小学生向けのおはなし会
　テーマにそった本の紹介や素話

東図書館１階おはなししつ 14:30～15:00 東図書館

お楽しみキッズ映画会
　「オバケちゃん」（25分）
　「はれときどきぶた」（38分）
　定員　先着50人

河内図書館集会室 14:30～15:30 河内図書館

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

8/19(火)

夏休み工作教室「3Dメガネをつくってみよう！」
　3Dメガネを作って、物が見えるしくみを学びます
　対象　小学生　定員　先着20名
　申込　7月23日（水）午前9時30分から、
　直接または電話で南図書館へ

南図書館ワークスペース 10:00～12:00 南図書館

手作りトランペットに挑戦してみよう
　定員　小学3～6年生　先着30人
　申込　8月5日（火）午前9時30分から、
　直接または電話で東図書館へ

東図書館２階集会室 10:00～11:30 東図書館

科学あそび講座
　対象　小学3～6年生　定員　先着30名
　申込　8月6日（水）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 13:30～15:30 中央図書館

ハーブ教室
　図書館の中庭で育てているハーブの説明と
　ハーブ石鹸づくり
　対象　小学生（2年生以下は保護者同伴）
　定員　先着20名　費用　500円（材料費）
　申込　8月5日（火）午前9時30分から、
　電話で南図書館へ

南図書館 14:00～15:30 南図書館

8/9（土）

8/17(日)

8/10(日)

8/20(水)



　月　日 イ　ベ　ン　ト 会　場 時　間 お問い合わせ

縄文時代のアクセサリー　勾玉(まがたま)を作ろう
　対象　小学生　　　　　　材料費　310円
　定員　先着20名（2年生以下は保護者同伴）
　申込　7月9日（水）午前9時30分から、
　直接または電話で南図書館へ

南図書館ワークスペース 10：00～12：00 南図書館

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搭乗
体験や各工作教室を実施いたします。
　対象　小学生
　定員　工作教室は当日先着100人

東市民活動センターホール 10:00～15:00 東図書館

夏のお楽しみ会
　「おはなしきゃらばんつぼみ座」による
  人形劇などの公演
　対象　幼児～　　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

夏休み子ども落語教室（全４回講座　第３回） 東図書館２階グループ研究室３ 13:30～15:30 東図書館

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　各回先着20名
　申込　8月6日（水）午前9時30分から、
　電話で南図書館へ

南図書館

①
10:30～12:00

②
13:30～15:00

南図書館

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

8/30(土)
おはなし玉手箱
　トルコの昔話「カラスとトゲ」日本の昔話「田の久」な
ど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

夏休み子ども落語教室（最終回）　発表会
　夏休み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

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。

8/22(金)

8/23(土)

8/24(日)

8/31(日)

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 

 


