
2022年6月30日

日 時間 イベント 会場 お問合わせ

7/2(土)
14:00～15:30
(開場13:30)

出版記念講演会　田村洋三著『沖縄の島守を語り継ぐ群像』
　羽原清雅さん（元朝日新聞社政治部長）による「沖縄戦における荒井
退造と学童疎開」についての講話
　定員:先着150人
　申込:6月18日（土）午後2時から電話で南図書館へ
　その他:当日、『沖縄の島守を語り継ぐ群像』を販売します。

南図書館
サザンクロスホール

南

7/3(日) 10:00～14:00

★７月のこどもおもちゃ病院
　壊れたおもちゃを修理する様子を見学して、ものの大切さを学ぼう
　対象:0歳から高校生まで
　定員:先着27人
　申込:6月21日（火）午後2時から電話で南図書館へ

南図書館
会議室

南

7/3(日)
14:00～15:40
(開場13:30)

名作映画会「父と暮せば」（日本/100分）
　定員:先着150人

南図書館
サザンクロスホール

南

7/6(水) 11:00～11:30

★はじめてえほん講座
　絵本の読み聞かせやわらべうた、本の紹介など
　対象:市内に在住の0～2歳児とその保護者
　定員:5組（1組3人まで）
　申込:6月14日(火)午前9時30分から電話で中央図書館へ

富屋生涯学習センター 中央

7/9(土)
14:00～15:00
(開場13:30)

南図書館開館11周年・ワグナー・ナンドール生誕100年記念事業
「～栃の葉国体からいちご一会国体へ～熱いバトンをつなげ!」
　1980年開催の栃の葉国体を貴重な映像と共に振り返りつつ、メダル
を作成したワグナー・ナンドールにも焦点をあてる
　女性3名による国体応援コンサートあり
　定員:先着150人

南図書館
サザンクロスホール

南

7/13(水) 11:00～11:30

★はじめてえほん講座
　絵本の読み聞かせやわらべうた、本の紹介など
　対象:市内に在住の0～2歳児とその保護者
　定員:5組（1組3人まで）
　申込:6月28日(火）午前9時30分から電話で中央図書館へ

横川生涯学習センター 中央

7/16(土) 14:00～16:15

落語会
  視覚に障がいのある方々に楽しんでいただく音源作製落語会
　定員:50人
　申込:7月6日(水)午前9時30分から電話で中央図書館へ

中央図書館
3階集会室

中央

7/17(日)
10:30～
13:30～

★アニメ映画会「忍たま乱太郎　武道大会の段」他3作品
　定員:各回先着50人
　申込:上映開始の30分前から整理券を配布

中央図書館
3階集会室

視聴覚
ライブラリー
028-638-

5704

7/17(日)
14:00～15:30
（開場13:30）

★とちぎ子どもの未来創造大学出前講座「おこづかいげーむ」
　「お店でお買い物」などを体験してお金の流れを学ぶ
　対象:小学4～6年生まで
　定員:先着40人
　申込:「とちぎ子どもの未来創造大学」専用HPより

南図書館
サザンクロスホール

県教育委員
会ふれあい

学習課
028-626-

3183

7/18(月) 9:30～15:30
★かわち図書館まつり
　工作ワークショップ・本のおたのしみ袋・バルーンアートなど
　貸出を受けた各日先着200人に特製ミヤリー缶バッジを プレゼント

河内図書館 河内

7/19(火) 11:00～11:30

★はじめてえほん講座
　絵本の読み聞かせやわらべうた、本の紹介など
　対象:市内に在住の0～2歳児とその保護者
　定員:5組（1組3人まで）
　申込:7月5日(火)9時30分から電話で中央図書館へ

西生涯学習センター 中央

宇都宮市立図書館

夏のイベント情報
宇都宮市立図書館ホームページ

https://www.lib-utsunomiya.jp /

※ ご来館の際は、マスクの着用、手指の消毒、検温にご協力ください。

咳や発熱症状があるなど、体調に不安のある方はご遠慮ください。

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。

★印は子ども向けのイベントです。



日 時間 イベント 会場 お問合わせ

★印は子ども向けのイベントです。

7/22（金）
～

8/17（水）
9:30～19:00

東図書館30周年記念事業「写真でたどる30年の歩み」
　東図書館開館から30年の軌跡を紹介する企画展示

東図書館
2階集会室

東

7/23(土) 10:45～11:30

★夏休みの宿題応援! 大豆ってすごい! 大豆のちから
　身の回りにある大豆の加工品の種類などを学ぶ。
　対象:小学3～6年生まで
　定員:25人
　費用:500円　持ち物:筆記用具、カメラ
　申込:7月13日（水）午後2時から電話で南図書館へ

南図書館
サザンクロスホール

南

7/24(日) 10:30～11:30

★こども会スペシャル
　対象年齢により2部構成。絵本の読み聞かせ、手遊びなど
　対象:0.1.2歳及び3歳から小学生まで
　定員:各回先着4組
　申込:7月8日（金）午前9時30分から
　　　　 直接または電話で上河内図書館へ

上河内図書館 上河内

7/24(日)
14:00～15:30
(開場13:30)

出版トークイベント『八月十五日終戦秘話・宮城事件の真実』
　横家伸一著『八月十五日終戦秘話・宮城事件の真実』の出版トークと
書籍販売イベント
　定員:先着150人
　申込:7月12日（火）午後2時から電話で南図書館へ

南図書館
サザンクロスホール

南

7/24(日) 19:00～20:13
★ほしぞら映画会「アンパンマンとばいきんまん」他3作品
　屋外で開催のため敷物・懐中電灯持参。雨天中止。
　定員:先着100人

明保野公園
芝生広場

視聴覚
ライブラリー
028-638-

5704

7/27(水)
10:30～11:15
(開場10:15)

★おはなしきゃらばんつぼみ座　夏のおたのしみ会
　人形シアターやパネルシアターなど
　対象:幼児から小学校低学年とその保護者
　定員:先着50人
　申込:7月14日（木）午後2時から電話で南図書館へ

南図書館
サザンクロスホール

南

7/27(水) 11:00～12:00

★さあ行こう! 「図書館探検ツアー」
　図書館の便利な使い方、普段は入れない裏側の案内
　対象:小学生以上
　定員:先着10人
　申込:7月18日（月・祝）午後2時から電話で南図書館へ

南図書館
ワークスペース

南

7/27（水）
または

7/31（日）
13:30～15:30

★体験してみよう! 1日司書さん
　本の貸出、返却、本を使った調べものなど
　対象:小学3～6年生まで
　定員:各日先着10人
　申込:7月12日（火）午前9時30分から
          直接または電話で上河内図書館へ

上河内図書館 上河内

7/28(木) 10:30～11:30

★夏休み工作教室「つくってみよう　やってみよう」
　エコ工作「オリジナルモップ」を作ります
　講師:（株）サニクリーン宇都宮
　対象:小学1～4年生まで
　定員:先着10人
　申込:7月7日（木）午前9時30分から電話で東図書館へ

東図書館
2階集会室

東

7/28(木) 10:30～11:30

★とちぎ子どもの未来創造大学出前講座
　「飛行機はなぜ飛ぶの（ステップ編）」
　講師:株式会社SUBARUスタッフ
　対象:小学4～6年生まで
　定員:先着10人
　申込:「とちぎ子どもの未来創造大学」専用HPより

南図書館
サザンクロスホール

南

7/29(金) 14:00～15:00

★夏のお楽しみ会～ようこそ! おはなしの世界へ～
　「雀宮おはなし会」による読み聞かせやパネルシアターなど
　対象:3歳から小学校低学年まで
　定員:先着6組（1組3人程度）
　申込:7月20日（水）午後2時から電話で南図書館へ

南図書館
会議室

南

7/29(金) 14:00～15:30

ビジネス支援講座「日々の料理をお仕事に」
　ネットや店頭での食品販売方法やメニューの考え方など
　講師:越石直子さん（フードディレクター）
　定員:先着20人
　申込:7月5日（火）午前9時30分から
　　　　 図書館HP内イベント予約フォームより

東図書館
2階集会室

東

7/30(土)
10:30～11:30
(開場10:15)

★おはなしきゃらばんつぼみ座　夏のお楽しみ会
　内容:人形劇など
　対象:幼児から大人まで
　定員:15組
　申込:7月12日(火）午前9時30分から電話で中央図書館へ

中央図書館
3階集会室

中央



日 時間 イベント 会場 お問合わせ

★印は子ども向けのイベントです。

7/31(日) 14:00～15:00

★子ども落語教室　発表会
　子ども落語教室を受講した子どもたちによる「落語会」
　対象:小学生以上
　定員:先着30人
　申込:7月20日（水）午前9時30分から直接または電話で東図書館へ

東図書館
2階集会室

東

8/2(火) 10:00～12:00

★小学生のための読書案内講座「は～ん? 反射ってなんだろう」
　講師:坂口美佳子さん（科学読物研究会会員）
　対象:市内に在住か通学している小学生
　材料費:300円（当日集めます）
　定員:先着30人
　申込:7月19日（火)午前9時30分から
          図書館HP内イベント予約フォームより

中央図書館
3階集会室

中央

8/2(火) 14:00～16:00

★中学生のための読書案内講座「結晶って〇〇でしょう」
　講師:坂口美佳子さん（科学読物研究会会員）
　対象:市内に在住か通学している中学生（小学5・6年生も可）
　材料費:350円（当日集めます）
　定員:先着20人
　申込:7月19日(火)午前9時30分から
　　　　 図書館HP内イベント予約フォームより

中央図書館
3階集会室

中央

8/3(水) 10:30～11:30

★夏休み宿題応援団　「カルビーこども教室」
　講師:カルビー食育チームスタッフ
　対象:小学3～6年生まで
　定員:先着10人
　申込:7月15日（金）午前9時30分から
　　　　 直接または電話、FAX(673-6783)で河内図書館へ

河内図書館
集会室

河内

8/3(水) 10:30～11:30

★夏休み体験教室「地球温暖化について」
　講師:株式会社SUBARUスタッフ
　対象:小学5～6年生まで
  定員:先着10組
　申込:「とちぎ子どもの未来創造大学」専用HPより

東図書館
2階集会室

県教育委員
会ふれあい

学習課
028-626-

3183

8/5(金) 10:30～12:30

★夏休み宿題応援団「いっしょにつくろうダンボールクラフト」
　講師:本田技研工業株式会社　社会活動推進センター
　対象:小学生とその保護者
　定員:先着10組(付き添い1名まで)
　申込:7月22日（金）午前9時30分から
　　　   直接または電話、FAX(673-6783)で河内図書館へ

河内図書館
集会室

河内

8/6（土）
8/7（日）

9:30～19:00
上河内図書館開館30周年記念缶バッジプレゼント
　上河内図書館で資料を借りてくれた方に記念缶バッジをプレゼント
　（※無くなり次第終了）

上河内図書館
カウンター

上河内

8/10(水)
10:00～12:00
14:00～16:00

★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教室
　対象：小学4～6年生まで
　定員：各回先着30人
　申込：7月16日（土）午前9時30分から
          図書館HPイベント予約フォームより

東図書館
2階集会室

東

8/10(水) 14:00～15:00

★カルビーおやつ教室
　講師:カルビー食育チームスタッフ
　対象:小学3～6年生まで
　定員:先着10人
　申込:7月22日（金）午前9時30分から
　　　　 直接または電話、FAX(674-1120)で上河内図書館へ

上河内図書館
2階多目的ホール

上河内

8/17(水) 14:00～15:30

★子育て支援講座「親子で学ぶ、これからの法律」
　法テラスとの連携講座
　対象:小学3～6年生とその保護者
　定員:先着10組
　申込:8月3日（水）午前9時30分から
　　　　図書館HP内イベント予約フォームより

東図書館
2階集会室 東

8/19(金) 10:30～11:30

★小学生のための夏休み科学体験教室
　宇都宮白楊高等学校科学部の皆さんによる体験教室
　対象:小学4～6年生まで
　定員：先着15人
　申込:8月5日（金）午前9時30分から
　　　　 図書館HPイベント予約フォームより

東図書館
2階集会室 東

8/20(土) 19:00～20:08
★ほしぞら映画会「ミッキーマウスのキャンピングカー」他3作品
　屋外で開催のため敷物・懐中電灯持参。雨天中止。
　定員:先着100人

明保野公園
芝生広場

視聴覚
ライブラリー
028-638-

5704



日 時間 イベント 会場 お問合わせ

★印は子ども向けのイベントです。

8/24(水) 10:30～11:00

★カフェトーク（とちぎ子どもの未来創造大学出前講座）
　「飛行機はなぜとぶの？（スペシャル）」
　講師:株式会社SUBARUスタッフ
　持ち物:筆記用具
　対象:小学4～6年生まで
　定員:先着10組
　申込:「とちぎ子どもの未来創造大学」ホームページより

中央図書館
3階集会室

中央

8/24(水) 13:00～15:00
★夏休み点字体験～自分の名前を点字でうってみよう～
　耳や手で読むバリアフリー資料の展示も行います
　対象:市内に在住の小中学生や一般市民の方

中央図書館
3階集会室

中央

8/25(木)
10:00～12:00
（集合9:30）

★宇都宮工業高等学校との連携講座
　「コルクボックスの電子オルゴールを作ろう!」
　コルク板で箱を作り、電子部品をつなげてオルゴールを作る
　講師:宇都宮工業高等学校の生徒の皆さん
　対象:小学4年生から中学生まで
　定員:先着14人
　費用:500円（当日集めます）　持ち物:上履き
　申込:8月4日(木)午後2時から電話で南図書館へ

宇都宮工業高等学校 南

8/25(木) 14:00～15:30

ビジネス支援講座「人を引きつける手書きPOPの作り方」
　お店や地域、学校などで使える手書きPOPを作成
　講師:齋藤康則さん（グラフィックデザイナー）
　定員:先着20人
　持ち物：筆記用具（カラーマジック、蛍光ペン等）
　申込:8月4日（木）午前9時30分から
　　　　 図書館HP内イベント予約フォームより

東図書館
2階集会室

東

8/28(日)
10:30～
13:30～

★アニメ映画会「グリム名作劇場　命の水」他3作品
　定員:各回先着50人
　申込:上映開始の30分前から整理券を配布

東図書館
2階集会室

視聴覚
ライブラリー
028-638-

5704

8/31(水) 11:00～11:30

★はじめてえほん講座
　絵本の読み聞かせやわらべうた、本の紹介など
　対象:市内に在住の0～2歳児とその保護者
　定員:5組（1組3人まで）
　申込:8月9日(火)午前9時30分から電話で中央図書館へ

篠井生涯学習センター
和室

中央

　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。

南図書館休館のお知らせ

南図書館は、特定天井改修工事に伴い、

下記の期間、休館させていただきます。

休館期間（予定） :

令和4年8月10日から令和5年3月31日
詳細は南図書館にお問合せください。

おはなし会のご案内

各図書館では、毎月おはなし会を

開催しています。

詳しくは、

図書館HPをご覧ください。

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 

河内図書館 宇都宮市中岡本町 3397 028-673-6782 

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) 

 


