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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。   

日 イベント 会場 時間 お問い合わせ

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

3/7(土)

家庭生活連携講座
 すき間時間を使って冬太り解消！
　～生涯現役、アクティブライフを送ろう～
　保健師による講話と、健康づくり推進員による健康体操実技
　対象:20歳以上の人　　定員:先着30人
　申込:2月13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

3/7(土)

パパとじいじのための読み聞かせ講座「読みメンはじめよう！」
　職員やボランティアによる読み聞かせのコツ、おすすめの本紹介と
パパとじいじによる読み聞かせの体験
　対象:未就学児とその男性保護者
　定員:10組（20人程度）
　申込:2月15日（土）午前9時30分から電話で南図書館653-7609へ

南図書館
おひさまひろば

11:00～12:00 南図書館

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

3/8(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

3/11(水)

筋トレ・ストレッチ　マイペースに自分づくり～意識して骨にも刺激～
　自宅でできるストレッチや筋力トレーニングのポイントを学ぶ
　講師:萩原真理子さん（ｔａｐ　ｉｎｔｏ　ｔａｐ代表、インストラクター）
　対象:50歳以上の人　　定員:各回20人
　服装・持ち物:動きやすい服装、水分補給用の飲み物
　　　　　　　　　タオルまたはてぬぐい（ストレッチで使用します）
　申込:2月19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部
10:00～12:00
第2部
13:30～15:30

東図書館

3/14(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

3/15（日）

冒険活動センター クラフト体験
　木を使ったキーホルダーなどの工作を行います
　定員:各回先着60人（当日直接会場へ）
　※3/11（水）～3/15（日）、ギャラリーで写真パネルやクラフト作品
　　の展示を開催します。最終日は午後3時で終了。

南図書館
会議室

【クラフト体験】
1回目 10:00～
2回目 13:00～

冒険活動
センター
669-2441

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

3/15（日）
英語のおはなし会
　英語の絵本の読み聞かせ

東図書館
おはなししつ

11:00～11:30 東図書館

3/18(水)

法テラス栃木連携事業　シニア世代応援講座
わかりやすい相続のはなし
　相続制度の概要や、相続制度のポイント、相続に関して起こりや
すいトラブル、トラブルを防止する手続きなど
　対象:おおむね60歳以上の人　　　定員:60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

10:00～12:00 中央図書館

3/19(木)

50歳からのスマートフォン
　スマートフォン初心者の方、使いこなしたい方に向けた基本操作や
便利な使い方を身につけるための講座
　対象:50歳以上の人　　定員:先着20人
　持ち物:当日はご自身のスマートフォンをお持ちください
　その他:通信料などは自己負担となります
　申込:3月4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

10:00～12:00 東図書館

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

3/20(金)
南図書館ほっこり映画会「あらいぐまラスカル」
　定員:当日先着400人

南図書館
サザンクロスホー
ル

13:30～15:15
（開場13:00）

南図書館

3/20(金)

もうすぐ春休み　宇都宮子ども劇場がやってくる！
　宇都宮子ども劇場の劇サークル「人形劇くれよん」と「劇団どんぐり
座」による人形劇と劇
　対象:幼児から　　定員:当日先着50人
　その他:駐車場に限りがありますので、お乗り合わせや送迎等での
来場にご協力ください

河内図書館
集会室

14:00～15:00 河内図書館

3/21(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

3/21(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、宇都宮落語研究会のご協力により開催します

中央図書館3階
集会室

14:00～16:00 中央図書館

3/22(日)

文学座俳優による朗読劇「星の王子さま」
　難解とも言われる本作をおはなしＤｅｃｏＢｅｅ♪がオリジナルの脚
色による朗読でお届けします
　対象:小学生以上（4歳以下のお子様のご入場はご遠慮ください）
　定員:先着400人
　費用:前売券は1,500円、当日券は1,800円
　申込:1月21日（火）午前9時30分から費用を添えて直接南図書館、
          または市文化会館プレイガイド634-6244へ

南図書館
サザンクロスホー
ル

14:30～15:45
（開場14:00）

南図書館

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

3/24(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
　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: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

10:30～11:30 中央図書館

3/28(土)

プロの声優による声の不思議体験
　声優の土岐典子（とき　のりこ）さんによる声の伝え方などの技術
や、体を使って親子で体験するワークショップ
　対象:4歳以上の子どもとその保護者
　定員:各回先着20組
　費用:一人500円（材料費、当日お持ちください）
　申込:2月27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

①
10:00～12:00

②
13:30～15:30

宇都宮子ども
劇場
680-4005

3/28(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

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。

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) 

 

新型コロナウィルス感染症の

影響により

令和２年３月末まで
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宇都宮市立図書館


