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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

10/3(金)

秋の健康教室～運動不足を解消しよう！～
　内容　スポーツ振興財団スタッフによる身体に負担の
少ない運動
　対象　中高年　定員　先着20人
  申込　9月12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

河内図書館集会室 10:30～12:00 河内図書館

10/4(土)
小学生向けのおはなし会
　絵本の読み聞かせや手遊び

河内図書館おはなしコーナー 14:30～15:00 河内図書館

10/5(日)

名作映画会「駅馬車」
　日本語吹き替え版（1939年　アメリカ映画）
　出演　ジョン・ウェイン、クレア・トレヴァー
　定員　先着400人

南図書館サザンクロスホール
13:30～15:10
（開場13:00）

南図書館

10/5(日)
ライブラリーシネマ　秋の名作映画会
　アニメ「赤毛のアン」
　定員　先着30人程度　申込　不要　　無料

河内図書館集会室 14:00～15:30 河内図書館

10/5(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

10/10(金）

子育て支援講座
　「親と子の健康を食事から考えよう！」
　定員　先着12組（1，2歳児とその保護者）
　申込　10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※講座終了後、「１，２歳児の
ためのおはなし会」があります

東図書館2階集会室 10:00～11:00 東図書館

10/11(土)

歴史講座「蒲生君平の業績と明治維新」
　　第3回「蒲生君平と明治維新」
　講師　　阿部邦男さん（文学博士・蒲生君平研究家）
　定員　　先着40人
　申込　　9月10日（水）午前9時30分から
　　　　　　直接または電話で南図書館653-7609へ

南図書館会議室 14:00～15:30 南図書館

10/11(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

中央図書館2階おはなし室 14:30～15:00 中央図書館

10/12(日) 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

10/12(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

10/17(金） 発達障がい関係の企画展開始～１１／１９まで 東図書館

10/18(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

10/19(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

10/22(水)
発達障がい関係ＤＶＤ上映会
「ちゃんと人とつきあいたい」
　子ども期　27分　　青年・成人期23分　※申込不要

東図書館2階集会室 10:00～11:00 東図書館

10/25（土）

おはなしマラソン
　おはなしコーナーで１日中おはなし会を開催していま
す。時間のゆるす限り、好きなだけ、たっぷり、おはなし
を楽しんでください。

東図書館１階おはなししつ
10:00～16:00
（お昼休憩あり）

東図書館

10/25（土）

「チビもそ君」をつくろう
　定員　小学1年生～3年生　先着30人
　申込　10月9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 10:00～11:30 東図書館

10/25（土）
おはなし玉手箱　素話によるおはなし会
　「お月さまの話」（ニクレビチョバ作）、「なまくらトック」
（ボルネオの昔話）など

中央図書館3階集会室 14:30～15:00 中央図書館

10/25（土）
おはなしサロンスペシャル・ハロウィン
　英語の絵本の読み聞かせ

河内図書館集会室 14:30～15:30 河内図書館
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日 イベント 会場 時間 お問い合わせ

10/26（日）

森のおはなし会（子どものもりフェスティバル内）
　自然の中でおはなしの世界を楽しんでみませんか。
いつもの図書館から出張して、絵本の読み聞かせや素
話を行います。ぜひ、お出かけください。

宇都宮市冒険活動センター（篠
井町）電話669-2441
※詳しい開催場所及び時間は、
現地にてご確認ください。なお、
おはなし会の内容等は南図書館
までお問い合わせください。

未定 南図書館

10/26（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

10/28(火)

０・１・２歳のおはなし会スペシャル
　わらべ歌を中心とした０・１・２歳のおはなし会のスペ
シャル版
　定員　1･2歳児、0歳児ともに先着20組
　申込　10月14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

10/30(木）

子育て支援講座　「みんなで考える子どもの育ち」
～発達障がい児の理解とその支援～
　定員　　先着50名
　申込　　10月７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～正午 東図書館

10/31（金)

ミニミニシネマ　ハッピーハロウィン！映画会
　アニメ「アラジンと魔法のランプ」（11分）
　影絵アニメ「いばら姫」（10分）
　申込　不要　　無料　　（8ミリ映写会）

河内図書館おはなしコーナー 11:00～11:30 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。

 

 
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利用できます。 

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 

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 

 

おはなし会スケジュール 


