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　　　　　 　　　　　　★印は子ども向けのイベントです。

日 イベント 会場 時間 お問い合わせ

7/6(土)
★おはなし会スペシャル！夏の巻
　いつものおはなし会を１時間のスペシャル版で開催します
　内容:絵本の読み聞かせ、紙芝居、パネルシアターなど

東図書館1階
おはなししつ

【1・2歳児】
11:00～11:15
【幼児】
11:15～12:00

東図書館

7/7(日)

★子ども落語教室（全5回講座　第1回目）
　日本の伝統話芸「落語」の基本を知り、体験・実演する講座
　（最終回の9月1日は発表会）
　日程:第1回　7月7日（日） ／ 第2回　7月21日（日）
　　 　　第3回   8月9日（金） ／ 第4回　8月25日（日）
　　 　　第5回（発表会）　9月1日（日）
　対象:小学生 ／ 定員:先着10人 ／ 持ち物:扇子、手ぬぐい
　申込:6月7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
グループ研究室3

14:00～15:30 東図書館　

7/7(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

7/7(日)

南図書館開館8周年記念事業
日本とハンガリーの絆を深める夕べ「ハンガリーってどんな国？」
　内容:ハンガリーの紹介、阿久澤正行氏によるピアノ演奏　他
　定員:先着400人

南図書館
サザンクロスホール

16:00～18:30
（開場15:30）

南図書館　

7/9(火)

★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歳おはなし会のスペシャル版
　定員:先着各15組
　申込:6月25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　

7/13(土)

★田原先生のわくわくサイエンス教室　科学実験とものづくり体験
　講師:田原博人さん（元宇都宮大学学長）
　対象・定員:【午前の部】小学1年生から3年生・先着30人
　　　　 　　　 【午後の部】小学4年生から6年生・先着15人
　申込:6月12日（水）午前9時30分から、電話で東図書館638-5614へ

東図書館2階
集会室

【午前の部】
10:00～11:30
【午後の部】
13:30～15:00

東図書館

7/13(土)

「本」に関わるプロの講演会　”食いしん坊雑誌『dancyu』のつくり方”
　月刊誌dancyu編集長による講演会
　講師:植野広生氏（プレジデント社月刊誌dancyu編集長）
　定員:先着50人（要整理券）
　申込:6月14日（金）午前9時30分から河内図書館窓口にて整理券を配布

河内図書館
集会室

14:00～15:30 河内図書館

7/13(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

7/14(日)
★図書館こども会
　小学生向けのおはなし会

上河内図書館1階
おはなしコーナー

10:30～11:30 上河内図書館

7/14(日)

文芸講演会　「芥川賞・直木賞の秘話」
　講師:岡崎　正隆氏（日本大学藝術学部文芸学科講師）
　定員:先着80人
　申込:7月2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

13:00～15:00 中央図書館　

7/14(日)
★小学生向けの手話つきおはなし会
　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

7/19（金）
～

8/16（金）

展示「荒井退造展」
　戦時下の沖縄で住民の疎開に尽力した、本市出身の荒井退造の人物像
や業績を紹介するパネル等の展示

南図書館
エントランス

9:00～21:30 南図書館

7/20(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1階
おはなししつ

11:30～12:00 東図書館

7/20(土)

落語会
　視覚に障がいのある方々に楽しんでいただくテープ作製のための落語会
を、今回は二ツ目の落語家さんをお招きして、宇都宮落語研究会のご協
力により開催します。
　出演：入船亭遊京　柳亭市童

中央図書館3階
集会室

14:00～16:00 中央図書館

宇都宮市立図書館
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日 イベント 会場 時間 お問い合わせ

7/21(日)

★体験してみよう！1日司書さん
　実施:7月21日(日)、8月1日(木)
　対象:小学3年生から6年生　／　定員:各日先着15人
  申込:7月9日（火）～15日（月）の午前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 13:30～15:30 上河内図書館

7/21(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

7/24(水)

★夏休み体験講座「まが玉を作ろう！」
　やわらかい石を削って、縄文時代のアクセサリー「まが玉」を作る
　講師:栃木県埋蔵文化財センター職員
　対象:小学生（1～2年生は保護者同伴）
　材料費:300円（当日）　／　定員:先着20人
　申込:7月4日（木）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　

7/24（水）

★さぁ行こう！図書館探検ツアー
　図書館の便利な使い方や普段は入れない裏側を案内
　対象:小学生以上　／　　定員:先着20人
　申込:7月11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

11:00～12:00 南図書館

7/24(水)
7/25(木)

★けんび鏡講座「微生物とミクロの世界」
 けんび鏡で、微生物を観察し、身の回りのミクロの世界を体感する
　講師:継国孝司さん（株式会社ウエルシーライフラボ）
　　　　 高屋朋彰さん（小山工業高等専門学校）
　対象:小学生以下　／　定員:各回先着50人
　申込:7月11日（木）　午前9時30分から電話で東図書館638-5614へ

東図書館2階
集会室

24日
13:00～15:00
25日
【第1回目】
10:00～12:00
【第2回目】
13:00～15:00

東図書館　

7/26(金)

★科学のおもしろさとものづくりの楽しさを子どもたちに
　　～帝京大学編～　「煮干しの解剖」
　講師:梶谷正行さん（帝京大学　教授）　／　対象:小学1年生から4年生
　定員:各回先着25人（いずれかにお申し込みください）
　申込:7月10日（水）午前9時30分から、電話で東図書館638-5614へ

東図書館2階
集会室

【第1回目】
10:00～11:00
【第2回目】
11:15～12:15

東図書館

7/27(土)
★おはなしきゃらばんつぼみ座　３５周年記念公演
　内容：人形劇など　／　対象:幼児から大人まで
  定員:先着120人　※当日、直接会場へ

中央図書館3階
集会室

10:30～ 中央図書館

7/27(土)
★子ども映画会「おれたち、ともだち」
　定員:先着400人　※当日直接会場へ

南図書館
サザンクロスホール

13:30～14:25
（開場13:00）

南図書館

7/27(土)
★おはなしサロン　夏のスペシャル
　内容：絵本の読み聞かせや素話、工作など

河内図書館
集会室

14:30～15:30 河内図書館

7/27(土)
★おはなし玉手箱スペシャル  ～夕涼み～
　世界や日本の昔話などの素話によるおはなし会
　　対象:小学生以上　／　定員:先着30人　※当日直接会場へ

中央図書館3階
集会室

16:00～17:00 中央図書館

7/28(日)
★図書館こども会スペシャル
　0歳児から小学生向けの絵本の読み聞かせや紙芝居

上河内図書館2階
多目的ホール

10:30～11:30 上河内図書館

7/28(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

7/30（火）

★今日から実践～３Rエコライフ
　ごみ問題や資源化の現状を知り、また分別ゲームを通して、ごみを減ら
すために大切な３Rの重要性について学びます。
　対象:小学生以上　／　定員:先着50人
　申込:7月4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

中央図書館3階
集会室

10:00～11:30 中央図書館

7/30(火)
★雀宮おはなし会「ようこそ！おはなしの世界へ」
　大型絵本の読み聞かせやパネルシアターなど
　対象:幼児から小学3年生　／　定員:先着50人　※当日直接会場へ

南図書館
会議室

14:00～15:00 南図書館　

7/31(水)

★親子おやつ教室
   講師:カルビー食育チーム
   対象:小学生とその保護者　／   定員:先着20組
   申込:7月12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

14:00～16:00 東図書館

　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。


