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　　　　　　　宇都宮市立図書館ホームページ　https://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。   

　　　　　 　　　　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

2/1(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

2/2(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

2/8(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

2/9(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

2/9(日)

お気に入りの本を紹介しませんか？ビブリオバトル
　お気に入りの本を持ち寄って5分間のプレゼンテーションを行
い、どの本が一番読みたいかを観戦者の多数決で決定する
書評イベント
　定員:プレゼン参加者　先着8人（要申込）
　　　　 観戦者 当日先着50人
　申込:1月10日（金）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
ギャラリー

14:10～15:30 南図書館

2/9(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

2/15(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

2/15(土)

うつのみやの魅力再発見（地酒編）
　栃木県産の新しい酒造好適米「夢ささら」についての開発秘
話や酒造りに関する講演
講師:木村守さん（栃木県農業試験場）
       菊地正幸さん（株式会社宇都宮酒造代表取締役社長）
定員:先着40人
申込:2月4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

14:00～16:00 東図書館

2/16(日)
名作映画会「深夜食堂」（2015年／日本／119分）
　出演:小林薫、高岡早紀ほか　／　定員:先着400人

南図書館
サザンクロスホー
ル

13:30～15:00
（開場　13:00）

南図書館

2/16(日)

ジャズレコードコンサート～栃木県立図書館所蔵「瀧澤コレク
ション」による～
定員:中学生以上・先着50名
申込:2月5日（水）午前9時30分から
       電話で東図書館638-5614へ

東図書館3階
視聴覚ライブラリー
スタジオ

14:00～16:00
（開場　13:30）

東図書館

2/16(日)
パパと楽しむおはなし会
　幼児と男性保護者を対象としたおはなし会

東図書館1階
おはなししつ

14:30～15:00 東図書館

2/16(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

2/22(土)

プロの声優による朗読会「音楽とおはなし小箱」
　劇団土季（とき）による朗読と音楽のコラボ。「うるうのもり」、
「11ぴきのねこ」ほか
　定員:先着150人
　費用:全席自由1,000円（南図書館で購入の場合800円）
　　　　 2歳以下無料
　申込:1月15日（水）午前10時から、代金持参の上、直接
　　　　 南図書館事務室へ

南図書館
サザンクロスホー
ル

13:30～15:00
宇都宮子ども
劇場事務局
680-4005

2/22(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

2/23(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

宇都宮市立図書館

２月のイベント情報



日 イベント 会場 時間 お問い合わせ

2/25(火)

音読教室
　音読の技術にこだわらず、図書館の本を使い昔話や詩な
ど、全員で声に出して読むことを楽しむ会です。
　対象:おおむね50歳以上の人
　定員:先着15人　／　持ち物:水分補給のための飲み物
　申込:2月4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

10:30～11:30 中央図書館

2/27(木)

サイエンスらいおんカフェ×よるとしょ
　夜の図書館で、高カカオチョコレートと健康効果についての
おはなし
　講師:古賀仁一郎さん（帝京大学教授）
          藤平昌寿さん（帝京大学研究員）
　対象:20代～40代の人　／　定員:先着20人
　申込:2月6日（木）午前9時30分から
　　　　ホームページ（イベント予約）で

東図書館2階
集会室

19:00～20:30 東図書館

2/29(土)

イリナ先生の「親子でダンシング」
　ベラルーシ出身のイリナ先生と一緒に、親子でノリノリのダン
スをしちゃおう♪
　対象:赤ちゃんからおおむね小学校低学年までとその保護者
　定員:先着20組

南図書館
おひさまひろば

11:00～11:30 南図書館

2/29(土)

小学生向けアンガーマネジメント「楽しく学ぼう怒りの感情」
　小学生対象のアンガーマネジメントワークショップ。子どもの
怒りの感情に対して「子ども自身」ができる対応策を考える
　対象:①小学校1～3年生、②小学校4～6年生
　定員:各回先着15人　※保護者は観覧のみ
　費用:一人500円（テキスト代、当日お持ちください）
　申込:2月4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

①
11:00～12:00
②
13:30～14:30

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。

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) 

 

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）

第3日曜日 14:00～14:20（0・1・2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）

河内図書館 土曜日 14:30～15:00　※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

 英語のおはなし会 東図書館 奇数月第3日曜日 11:00～11:30　※お休みの場合もあります

 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

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

第2・4火曜日,　5月5日
南図書館


