平成31年1月7日発行

宇都宮市立図書館

2月のイベント情報
宇都宮市立図書館ホームページ http://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

2/2(土)

小学生向けのおはなし会
絵本の読み聞かせ

会場
河内図書館
おはなしコーナー

時間

お問い合わせ

14:30～15:00

河内図書館

2/3(日)

家族deビブリオバトル
家族で1冊の本について、出会ったエピソードや家族で同じ本を
読む楽しさなどを観客の前で発表してもらいます
河内図書館
対象:小学生とその家族
和室前
定員:先着5組 ※申込受付中です。
詳細は河内図書館673-6782へお問い合わせください

14:00～15:00

河内図書館

2/3(日)

小学生向けのおはなし会
絵本の読み聞かせや素話

15:00～15:30

南図書館

2/9(土)

平田景の絵本ワークショップ
「さかなちゃん」、「すいかのめいさんち」などを手掛ける絵本作
家平田景さんによるワークショップ
南図書館
対象:3歳児～小学校低学年
会議室
定員:先着40人
持ち物:はさみ、スティックのり、色えんぴつかクレヨン
申込:1月18日（金）9時30分から電話で南図書館653-7609へ

11:00～12:00

南図書館

2/10(日)

図書館こども会
小学生向けのおはなし会

名作映画会「紳士は金髪がお好き」
美人ダンサー2人が、玉の輿を狙って恋の騒動を繰り広げる
ミュージカル・コメディー
2/10(日)
監督:ハワード・ホークス
出演:マリリン・モンロー、ジェーン・ラッセル ほか
定員:先着400人
2/10(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

上河内図書館 2階
10:30～11:30
多目的ホール

上河内図書館

南図書館
サザンクロスホー
ル

13:30～15:05
（開場13:00）

南図書館

南図書館
おはなしのへや

15:00～15:30

南図書館

14:00～16:00

東図書館

11:30～12:00

東図書館

14:10～15:30

南図書館

南図書館
おはなしのへや

15:00～15:30

南図書館

集合場所:南図書
館
会場:宇都宮工業
高等学校

9:30集合
12:30終了

南図書館

うつのみやの魅力再発見（宇都宮ブリッツェン編）
柿沼章さん（宇都宮ブリッツェン代表取締役社長）と選手による
トークイベント
東図書館 2階
2/10(日)
定員:先着50人
集会室
申込:1月21日（月）午前9時30分から
直接または電話で東図書館638-5614へ
2/16(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

お気に入りの本を紹介しませんか？ビブリオバトル参加者募集
お気に入りの本を持ち寄って、その面白さについて5分程度の
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
南図書館
2/17(日)
定員:プレゼンテーション参加者 先着8人（要申込）
ギャラリー
観戦者 当日先着50人
申込:1月18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
2/17(日)

小学生向けのおはなし会
絵本の読み聞かせや素話

宇都宮工業高等学校連携講座 オルゴールボックスを作ろう！
宇都宮工業高等学校の生徒さん指導のもと、木材を使ってオ
ルゴールボックスを作成する
2/23(土) 対象:小学4年生～中学生
定員:先着15人、持ち物:上履き
費用:600円（材料費）当日集金
申込:2月6日（水）9時30分から電話で南図書館653-7609へ

日

イベント

会場

新実南吉原作「はなのき村」子ども向け演劇鑑賞会
「ごんぎつね」の作者新実南吉作「はなのき村の盗人たち」を原
作とした劇団うりんこによる演劇
南図書館
費用:全席自由2,200円（観覧料） 2歳以下は無料
2/24(日)
サザンクロスホー
定員:先着250人
ル
申込:1月11日（金）10時から
費用をお持ちの上、直接南図書館へ。
または電話で、宇都宮子ども劇場680-4005へ
2/24(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

図書館活用セミナー「図書館を上手に使おう」（第2回）
「親子・家族で図書館を上手に使おう」をテーマにした連続講座
（各回内容は異なります）
河内図書館
2/28(木) 対象:子育て世代の方・未就学児をもつ保護者の方
集会室
定員:先着5名
申込:1月11日（金）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

時間

お問い合わせ

14:00～15:00

南図書館

15:00～15:30

南図書館

11:00～12:00

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。
年間おはなし会スケジュール
名 称

実 施 館
中央図書館
東図書館

0･1･2歳おはなし会

南図書館

曜 日
第2・4火曜日, 5月5日

中央図書館
東図書館
おはなし会
（小さい子向き）

南図書館

パパと楽しむおはなし会 東図書館

館 名

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）

5月5日

10:00～10:30 （0･1･2歳児とその保護者向け）

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）

毎週土曜日

11:00～11:30
14:30～15:00

毎週日曜日

※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
河内図書館

英語のおはなし会

11:20～11:40 （0歳児とその保護者向け）

第2・4火曜日, 5月5日

上河内図書館 第 3 金曜日,
河内図書館

時 間 など
11:00～11:20 （1･2歳児とその保護者向け）

東図書館

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。
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。

住 所

14:30～15:00

電 話

11:00～11:30

休 館 日

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）
※12/11～2/24 は施設設備工事のため休館

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）
※ 12/17 ～ 2/22 の 期 間 は 金 曜 日 、 12/18 、
1/16、2/19 が休館

上河内図書館 宇都宮市中里町 182-1

028-674-1123

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）

南図書館

028-653-7609

中央図書館

東図書館

宇都宮市明保野町 7-57

宇都宮市雀宮町 56-1

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）
(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）
第３木曜（祝日と重なるときは前日）

