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日 イベント 会場 時間 お問い合わせ

8/1(木)

★夏休み科学あそび教室①
　とちぎ子どもの未来創造大学出前講座「発明王エジソンの秘密」
　エジソンの発明品の実演やエジソンの考え方や生き方を学ぶ
　対象:小学4年生から中学生
　定員:先着18人
　講師:おもちゃのまちバンダイミュージアム
  申込:7月9日（火）午前9時30分から7月21日(日）
　　　　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

8/1(木)

★夏休み工作教室「つくってみよう　やってみよう」
　ペットボトルで風鈴をつくろう！
　講師:サニクリーン宇都宮
　対象:小学１～４年生(親子でお申込みください）
　定員:先着12組
　申込:7月19日（金）午前9時30分から電話で東図書館638-5614へ
　持ち物:東図書館へお問合せいただくか、またはホームページをご覧く
ださい

東図書館2階
集会室

10:30～11:30 東図書館

8/1(木)

★夏休み宿題応援団「カルビー親子おやつ教室」
　講師:カルビー食育チーム
　対象:小学生の親子
　定員:先着15組
　申込:7月5日（金）午前9時30分から直接または電話、FAXで
　　　　 河内図書館673-6782・ＦＡＸ673-6783へ

河内図書館
集会室

10:30～12:00 河内図書館

8/1(木)

★体験してみよう！1日司書さん
　対象:小学3年生から6年生
　定員: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

8/2(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
　～足利大学編「パネル型ソーラークッカーを作ろう」～
　講師:中條祐一さん（足利大学総合教育センター長）
　対象:小学生 （1～3年生は保護者同伴）
　定員:先着20人
　申込:7月9日（火）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

10:00～12:00 東図書館

8/2(金)

★南図書館のハーブ教室
　南図書館中庭で育てているハーブの説明と虫よけアロマスプレー作り
　対象:小学生（1,2年生は保護者同伴）
　定員:先着20人
　費用:500円（材料費、当日）
  申込:7月18日（木）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

8/3(土)

★おはなし玉手箱スペシャル夏の巻
　小学生から大人まで楽しめる素話によるおはなし会
　参加者にはスタンプカードを配布します
　スタンプを集めるとプレゼントがもらえます

東図書館2階
集会室

14:00～15:00 中央図書館

8/3(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

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

8/4(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

8/4(日)

★夏を映画で涼しく！子ども映画会
　内容:楽しいムーミン一家「浜で見つけた難破船」
　　　　日本のおばけ話「のっぺらぼう」の２本を上映
　対象:幼児から
　定員:先着50名

河内図書館
集会室

11:00～11:50 河内図書館

8/6(火)

★小学生のための読書案内講座
　「虹色のひみつ～おもしろ分光器をつくろう」
　講師:坂口美佳子さん（科学読物研究会会員）
　定員:先着50人　／　材料費:50円
　持ち物:えんぴつ、セロハンテープ、トイレットペーパーの芯（1本）
　　　　　 のり、はさみ、持ち帰り用手さげ袋
　申込:7月22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

10:00～12:00 中央図書館

8/6(火)

★夏休み宿題応援団「ダンボールクラフトを作ってあそぼう」
  講師:本田技研工業株式会社　社会活動推進センター
　対象:小学生（低学年のお子さまは保護者同伴）
　定員:先着25人
　申込:7月19日（金）午前9時30分から直接または電話、FAXで
　　　　 河内図書館673-6782・ＦＡＸ673-6783へ

河内図書館
集会室

10:30～12:30 河内図書館

8/6(火)
★夏休み点字体験～自分の名前を点字でうってみよう～
　作った点字テープをしおりにしてプレゼント
　点訳奉仕員が教えます

中央図書館1階
ロビー

13:00～15:00 中央図書館

8/6(火)

★中学生のための読書案内講座
　 「電気の実験～カミナリカードをつくろう」
　講師:坂口美佳子さん（科学読物研究会会員）
　定員:先着30人（小学5・.6年生でも参加できます）
　材料費:200円　／　持ち物:えんぴつ、はさみ、持ち帰り用手さげ袋
　申込:7月22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

14:00～16:00 中央図書館

8/7(水)

★ロボットの展示とものづくり体験教室
　宇都宮大学工学部の皆さんによるロボットの展示や工作の実施
  対象:小学生以上
　定員:各回先着50人
　　　　※1回目・2回目のどちらかにお申し込みください
　申込:7月17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】
10:00～12:00
【第2回目】
13:30～15:30

東図書館

8/8(木)

★おはなしきゃらばんつぼみ座　夏のおたのしみ会
　内容:人形劇など
　対象:幼児から大人まで
  定員:先着200人　※当日、直接会場へ

南図書館
サザンクロス
ホール

10:30～11：30 南図書館

8/9(金)

★夏休み科学あそび教室②
　栃木県立博物館移動講座「火山灰は宝石箱」
　火山についてのお話と、火山灰から鉱物を取り出して顕微鏡で観察し
ます
　対象:小学生とその保護者　／　定員:先着30人
　講師:栃木県立博物館職員
  申込:7月17日（水）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

10:00～11:30 南図書館

8/9(金)

★小学生のための夏休み科学体験教室
　宇都宮白楊高校の科学部の皆さんが科学工作や実験を指導します
　対象:小学生
　定員:各回先着50人
　申込:7月23日（火）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
10:30～11:30
第2回目
13:30～14:30

東図書館

8/9（金）
～

8/11（日）

ストップ温暖化とちぎ企画展～夏休み宿題応援！～
　簡単エコ工作やソーラークッキングなど、温暖化を楽しく学ぶ
　内容:スタンプラリー、エコ縁日、エコ工作、アーチー調査隊、ソーラー
クッキング、ソーラーカーなど
　共催:栃木県地球温暖化防止活動推進センター

南図書館
ギャラリー
南西前庭

10:00～15:00 南図書館



日 イベント 会場 時間 お問い合わせ

8/10(土)

★おはなし玉手箱スペシャル～絵本のないおはなし会～
　世界や日本の昔話などの素話によるおはなし会（手話つき）
　参加者にはスタンプカードを配布します
　スタンプを集めると、プレゼントがもらえます
　対象:小学生以上　／　定員:先着30人

南図書館
ワークスペース

14:00～14:45 南図書館

8/10(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

8/11(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

8/17(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

8/17(土)

大人の探求心をくすぐる講座「栃木の妖怪」
　大人が童心に帰って楽しめる講座
　多忙社会に生きる大人たちの心をほぐして探求心を育みます
　対象:不問（小学生以下は保護者同伴）
　定員:先着50人
　講師:栃木県立博物館民俗学担当　宮田妙子さん
　申込:8月3日（土）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

13:30～15:00 南図書館

8/18(日)
朗読会　テーマ「怖い恐い？話」
　音訳奉仕員、グループ「ことのは」による文学作品の朗読
　申込:不要　どなたでもご参加いただけます

中央図書館3階
集会室

10:00～15:00 中央図書館

8/18(日)

★ビブリオバトル
　お気に入りの本についてみんなの前で発表しませんか？
　対象:小学生以上
　定員:先着5名＊申し込み受付中です
　詳細は河内図書館673-6782へお問い合わせください

河内図書館
和室前

14:00～15:00 河内図書館

8/18(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

8/19(月)

★カフェトーク「飛行機はなぜ飛ぶの？」
　講師:高久太智（たかくだいち）さん（SUBARU航空宇宙カンパニー）
　対象:小学4年生から6年生　／　定員:先着10人
　申込:8月5日（月）から8月8日（木）まで。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

10:30～12:00 中央図書館

8/20(火)

★夏休み工作教室「かんたん！コロコロなまず先生を作ろう」
　スチロールのお皿を使って、コロコロ動くなまず先生をつくります
　講師:南図書館職員
　対象:小学生　／　定員:先着16人　／　持ち物:はさみ
　申込:7月30日（火）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

10:30～12:00 南図書館

8/21(水)

★新聞スクラップ作品を作ろう
　講師:下野新聞社「しもつけ新聞塾」
　対象:小学3年生から6年生の親子
　定員:先着20組
　申込:7月25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

10:00～12:00 東図書館

8/22(木)

★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
　～小山工業高等専門学校編「カップホバーを作ろう」～
　講師:那須裕規さん（機械工学科講師）
　対象:小学生（低学年は保護者同伴）
　定員:先着20人
　申込:7月26日（金）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

10:00～12:00 東図書館

8/22(木)

★夏休み科学あそび教室③
　科学実験教室「うかせてあそぼう」
　いろいろな物をうかせて遊んだり、面白いものづくりをします
　対象:小学生（1・2年生は保護者同伴）　／　定員:先着20人
　講師:湯澤光男さん
　持ち物:ホチキス、水性ペン
  申込:8月6日（火）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



日 イベント 会場 時間 お問い合わせ

8/24(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

8/25(日)

名作映画会「襤褸（らんる）の旗～足尾鉱毒事件と田中正造～」
　足尾銅山鉱毒事件で公害と環境破壊に敢然と闘いを挑んだ田中正造
の半生を描く
　出演:三國連太郎、荒木道子、田村亮、西田敏行　他
　定員:先着400人（全席自由・無料）

南図書館
サザンクロスホー
ル

13:30～15:25
（開場13:00）

南図書館

8/25(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

8/26(月)

朗読会「名作を読む～芥川龍之介を箏の音とともに～」
　日本を代表する文豪・芥川龍之介の作品の朗読を、箏・十七絃の演奏
にのせてご披露いただきます。
　朗読:青木ひろこさん
　箏演奏:金子晃大さん
　定員:当日先着50名
　申込:不要　どなたでもご参加いただけます

河内図書館
和室前

18:00～19:00 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。

図書館では、乳幼児連れの保護者の方も、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
れの図書館でも、０・1・２歳児向けのおはなし会がある日の、10時30分から12時30分までと17時から19時まで
が、「あかちゃんタイム」です。ぜひご利用ください。

また、図書館は、乳幼児を連れていつでも利用できます。

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け）

東図書館 11:20～11:40 （0歳児とその保護者向け）

11:00～11:20 （1･2歳児とその保護者向け）

11:30～11:50 （0歳児とその保護者向け）

上河内図書館 第 3 金曜日, 　5月5日 10:00～10:30 （0･1･2歳児とその保護者向け）

河内図書館 第2・4火曜日,　5月5日 11:00～11:30 （0・1・2歳児とその保護者向け）

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 10:00～10:30 （あかちゃんタイムもやっています）

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 14:30～15:00

奇数月第3日曜日

※お休みの場合もあります。

年間おはなし会スケジュール

 0･1･2歳おはなし会

第2・4火曜日,　5月5日

南図書館 第2・4火曜日,　5月5日

河内図書館 14:30～15:00

 英語のおはなし会 東図書館 11:00～11:30

 おはなし会
 （小さい子向き）

毎週土曜日 11:00～11:30

南図書館 毎週日曜日

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(12/29～1/3) 

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(12/29～1/3) 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(12/29～1/3) 
(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） 

（8 月の月曜日は開館） 

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(12/29～1/3) 

 


