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　　　　　　　　　　　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。   

　　　　　　　　　　　　　乳幼児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

3/1(日）
読書推進講座「むかしにタイムスリップ」
　※詳細は裏面をご覧ください。

東図書館 東図書館

3/1(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

3/5(木）

医療健康情報講座「ストレスとメンタルヘルス」
　講師：保健所保健予防課職員　定員：先着40人
　申込：2月5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 14:00～15:00 東図書館

3/7(土)

読書推進講座
　「松尾芭蕉が旅した下野の『おくのほそ道』」
　講師：新井敦史氏（黒羽芭蕉の館　学芸員）
　内容：芭蕉と『おくのほそ道』についての講演
　定員：先着80人
  申込：2月9日（月）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 13:30～15:30 中央図書館

3/7(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

3/8(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

3/8(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

3/13（金）
3/14（土）

有償リサイクル市
  図書館で不要になった本や雑誌を販売します。
  （こども向けの本は除く）

河内図書館集会室 9:30～15:00 中央図書館

3/14(土)

図書館探検ツアー　図書館の便利な使い方・裏側の案内
　対象・定員：小学生以上・先着20人
　申込：3月3日（火）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

3/14(土)

中央生涯学習センター「ティーンズコーナー」
                                           オープン記念講座
　内容：神永学氏による講演
　対象・定員：新中学1年生から30歳まで・先着80人
  申込：3月3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

中央生涯学習センター5階研修室 13:30～15:30 中央図書館

3/15(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

3/21(土) 落語会  事前申込無し、直接会場まで。 中央図書館集会室 14:00～16:00 中央図書館

3/21(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

3/21(土)
おはなしサロン  春のスペシャル
　おはなしサロンのスペシャル版

河内図書館集会室 14:30～15:10 河内図書館

3/22(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

3/26(木）
春休みお楽しみ会
　おはなしきゃらばんつぼみ座による人形劇などの公演
　定員：先着100人　直接会場まで。

東図書館2階集会室 10:30～11:30 東図書館

3/28（土）
子ども映画会
　「ジャックと豆の木」　「忍たま乱太郎」　ほか
　定員：先着400人

南図書館サザンクロスホール 14:00～14:45 南図書館

3/28（土） おはなし玉手箱　 素話によるおはなし会 中央図書館集会室 14:30～15:00 中央図書館

3/29（日）

高校生のための読書推進講座
　内容：似鳥鶏氏による「読書人の生態」についての講演
　対象・定員：中・高校生（新中学1年生も含む）・先着80人
  申込：3月4日（水）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 13:30～15:00 中央図書館

3/29（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。

3月のイベント情報 
宇都宮市立図書館 



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 

 

むかしにタイムスリップ～昔の道具と遊び～ 
3月1日（日）東図書館で昔を体験する講座開催 

  展示体験コーナー：博物館から借用した昔の暮らしがわかる道具の展示体験やベーゴマ協会による 

               ベーゴマ体験！！ 

              時間：午前10時から正午、午後1時から3時 会場：東図書館2階集会室 
  ①「わらべうたであそぼう」 会場：2階集会室 
      時間：1回目午前10時45分から11時10分（未就学児とその保護者） 
           2回目午前11時20分から11時50分（小学生以上、大人も可） 
      講師：小金沢頼子さん 定員：1回目 先着15組、2回目 先着20人 
  ②「土器作り」会場：2階グループ研究室1 
              時間：1回目午前10時から正午、2回目午後1時から3時 
            講師：とびやま歴史体験館職員 対象：小学4年生以上（大人も可） 
            定員：先着各10人 費用：材料費100円 
  ③「パタパタ板返し」会場：2階グループ研究室3  
              時間：1回目午前10時から正午、2回目午後1時から3時 
            講師：坂井楞山（りょうざん）さん 
            対象：小学3年生以上（大人も可）  定員：先着各15人 費用：材料費100円 
      ※講座申込み：①～③は申込が必要です。2月4日（水）午前9時30分から直接または電話で東図書館へ 

年間おはなし会スケジュール 

主なイベント情報 

http://2.bp.blogspot.com/-CjRKBaXXAz4/U6llIPnHRaI/AAAAAAAAhrs/RYQVo-iEHu4/s800/asobi_begoma_boy.pn
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