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     墨田区立図書館・コミュニティ会館図書室ニュース  

2018 年 12 月号 (12 月 1 日発行) 第 140 号 

障害者週間特集展示・特別イベント

～すべての人に読書のよろこびを！～ 

特集展示 
★障害者向け資料の展示＆ボランティア活動の紹介 

【期間】１２月１日(土)から１２月２８日(金)まで 【場所】2 階プロジェクトコーナー 

特別イベント 
 12月 2日（日曜日）ひきふね図書館にて開催します！

★図書館ツアー（事前申込み制）  
視覚障害者と晴眼者が一緒に図書館を見学します。 

   あなたがガイドになって案内してみませんか？バックヤードもまわります。 

   【時間】午前９時 30 分から 11 時 30 分まで  

【定員】視覚障害者 ４名 晴眼者 １２名 【場所】５階会議室 

★点字のワークショップ「クリスマスカード」をつくろう。(当日受付) 

  6 つの点で 1 つの文字を表す「点字」で「クリスマスカード」を作ります。また、点字用

紙を使って「まきまきクラフトベル」や「ポチ袋」を作ります。 

  【時間】[1 回目]午前 10 時から 12 時 [2 回目]午後 3 時から４時 30 分まで  

【場所】２階プロジェクトコーナー 

 ★朗読『我が子を探して 梅若伝説』『希代の悪人と言われて 吉良義央』（事前申込み制） 

  朗読ボランティア「くさぶえ」のみなさんが墨田にゆかりのある２つの話を朗読します。 

   【時間】午後１時から１時 30 分まで 【場所】２階プロジェクトコーナー 

 ★  
読む人も聞く人も“読み語り”で脳が活性化?!フレッシュな読み語りです。 

【時間】午後１時４５分から２時１５分まで 【場所】２階プロジェクトコーナー 

 ◎イベントの事前申込みは、直接または電話でひきふね図書館へご連絡ください。 

【もくじ】 
・障害者週間特集        １面   ・お知らせ（冬のお楽しみ会ほか）２面 
・各館の催し       ３から４面    ・特集コーナー          ５面 
・おはなし会、読み聞かせ ５から６面   ・開館時間等             ６面 
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楽しい企画をご用意して皆様のご来館をお待ちしています♪ 

墨田区立図書館についての にご協力ください！ 利用者アンケート
墨田区立図書館では、ご利用の皆様の視点から、施設に対する評価等を直接お聞きし、 

今後のサービス向上に活かすため、アンケートを実施しております。 

なお、インターネットを通じての回答も可能ですので、ぜひご協力いただきますよう 

よろしくお願いいたします。 

【期間】12月 1日（土）から 12月 28日（金）まで 

【場所】ひきふね、緑、立花、八広の図書館４館 

※インターネットからの回答について、詳しくは、 

墨田区立図書館 Web サイトをご覧ください。 
 （URL http://www.library.sumida.tokyo.jp） 

  ※右の QR コードからも回答ページへアクセスできます。 

 

会場 日程 内容等 

ひきふね図書館 12月 8日（土） 

午前 11時から 12時ま

で 

【内容】人形劇「ぽんたのじどうはんばいき」、絵 

本の読み聞かせなど 【対象】3 歳から小学生まで 

の子ども＊未就学児は、保護者の同伴が必要。 

【定員】先着 30 人＊午前 10 時半から整理券を配布 

緑図書館 12月 21日（金） 

午後 3時から 4時まで 

【内容】読み聞かせ・手遊び、工作「クリスマスポ 

シェットを作ろう」など 【対象】4 歳から小学生 

までの子ども ＊未就学児は、保護者の同伴が必要  

【定員】先着 30 名（工作のみ）＊午後 2 時 15 分 

から整理券を配布 

立花図書館 12月 22日（土） 

午後 2時から 3時まで 

【内容】劇「金のくつ銀のくつ」、手遊び、読み聞 

かせなど 【対象】小学生までの子ども ＊未就学児

は、保護者の同伴が必要 【定員】先着 50 人 ＊当日

直接会場へ 

八広図書館 12月 22日（土） 

午後 2時から 3時まで 

【内容】人形劇「3 まいのおふだ」、パネルシアタ 

ー、うたなど 【対象】小学生までの子どもと保護 

者 ＊未就学児は、保護者の同伴が必要 【定員】先着 

100 人 ＊当日直接会場へ 

東駒形コミュニティ

会館 
12月 15日（土） 

午後 1時 30分から 

3時まで 

【内容】ふゆのおはなし＆こうさく会 ＊みんなでお 

はなしを聞いて、とんとん紙ずもうを作ります。“おはな 

し”は誰がよんでくれるのかはお楽しみに…  
【対象】どなたでも＊未就学児は、保護者の同伴が必要

【定員】先着 20 名【申込み】直接または電話にて   

東駒形コミュニティ会館図書室へ 

梅若橋コミュニティ

会館 
12月 22日（土） 

午後 3時から 4時まで 

【内容】人形劇「てぶくろ～ウクライナ民話～」、 

ハンドベル演奏、手遊びなど 【対象】3 歳から小 

学生までの子ども ＊未就学児は、保護者の同伴が 

必要 【定員】先着 50 人  

横川コミュニティ会

館 
12月 23日（日） 

午後 2時から 3時まで 

【内容】手遊び・絵本の読み聞かせなど ＊横川サン 

タさんからプレゼントがあるかも！ 【対象】小学生ま

での子ども ＊未就学児は保護者の同伴が必要 

【定員】先着 50 人 【場所】3 階学童クラブ室 

 

スマートフォン用ＱＲコード 
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■各館の催し 

◇ひきふね図書館 
催し物 日  程 

【パートナーズ企画】 

『ハーバード・ビジネス・

レビュー読書会』 

 

12月 8日（土） 午後 5時から 8時まで  

【場所】5 階会議室 【定員】先着 12 名 【参加費】無料  

【申込み】直接または電話、メールでひきふね図書館へ  

【持ち物】★テキスト・課題本『DIAMOND ハーバード・ビジ

ネス・レビュー2018 年 12 月号（11 月 10 日発売）』 
【内容】12 月号の特集テーマは「好奇心」です。3 時間の自由討議を

おこないます。1テーブルで深い議論を志向します。 

1月 6日（日） 午前 9時 15分から正午まで  

【場所】5 階会議室 【定員】先着 12 名 【参加費】無料  

【申込み】12 月 21 日（金）午前 9 時から、直接または電話、

メールでひきふね図書館へ 

【持ち物】★テキスト・課題本『DIAMOND ハーバード・ビジ

ネス・レビュー2019 年 1 月号（12 月 10 日発売）』 
【内容】1月号の特集テーマは「フェイクニュースと真実（予定）」で

す。2 時間 45分の自由討議をおこないます。1テーブルで深い議

論を志向します。 

【パートナーズ企画】 

みんなでたのしもう！障害

のある人もない人も一緒に

楽しめる絵本についての講

演会 

12月 9日（日） 午後 2時から 4時まで 

【場所】２階プロジェクトコーナー 【定員】50 名（先着順） 

【参加費・持ち物】不要 【申込み】直接または電話、メールで

ひきふね図書館へ  
【内容】バリアフリー児童書展実行委員長の攪上久子先生に、みんな

で楽しめる絵本の紹介や読み聞かせ、展示会のことなどのお話をし

ていただきます。 

すみだ英語たどくらぶ 

 

 

12月 16日（日）午後 2時から 4時まで 

【場所】２階プロジェクトコーナー 【参加費】無料 

【申込み】当日直接会場へ 【その他】開催中、４階多読コーナ

ーの本は２階の会場へ移動しますので、ご了承ください。 
【内容】交流タイム、自分のペースで読書タイム、ブックトークなど 

【パートナーズ企画】 

人生・生きがい、青春、恋

愛・結婚、社会・歴史を考

える読書会 

12月 23日（日）午後 2時から 4時 30分 

【場所】5 階会議室 【定員】先着 20 名 【参加費】無料 

【申込み】直接または電話、メールでひきふね図書館へ 

【その他】★テキスト・課題本『英語屋さん』源氏鶏太／著(集

英社文庫)【内容】第 25 回直木賞作品。表題作などサラリーマンの

哀歓を描く 10 編。不条理な職場や理不尽な上司にあえぎ、仕事に追

われ、悩む若者たち必読作品。働き方や生き方のヒントは、源氏鶏太

のこの昭和の名作にあった。この名作について語り合います。 

【パートナーズ企画】 

冬休みワークショップ 

「アロマバスボム（香りの

入浴剤）つくり」 

1月 6日（日）午後 1時 30分から 3時 30分まで 

【場所】5 階会議室 【参加費】無料 【持ち物】墨田区立図書館(室)

共通利用カード（かしだし券)【定員】先着 20 名【対象】小学

生から中学生迄。小学 2 年生迄は保護者同伴、それ以外ではご

希望あれば同伴可。なお、精油を使用するため、妊娠中・授乳

中の方、病気療養中の方、未就学児のお子様づれの方はご遠慮

下さい。【申込み】直接または電話、メールでひきふね図書館へ 
【講師】AEAJ 認定アロマテラピーインストラクター浅野光江 

【内容】アロマバスボムをお風呂に入れると、シュワシュワ！と泡を

出しながら溶けていく謎をときあかします。アロマテラピーの基本

を楽しく学びます。 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1475938877/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy53YW5wdWcuY29tL2lsbHVzdC9pbGx1c3QxNzkucG5n/RS=^ADByJEUbH4PlgnOpF4DHFSOUvh0i5g-;_ylt=A2Rivce9uPdX5AgA3l.U3uV7
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【パートナーズ企画】 

すみだのトリビア「すみと

りー」ゲーム大会の開催 

1月 27日（日） 1回目：午後 1時 30分から 2時 30分まで 

2回目：午後 2時 30分から 3時 30分まで 

【場所】２階はだしのコーナー 【参加費・持ち物】不要 

【定員】各回共に定員 10 名（先着順）【申込み】1２月 11 日(火)

午前 9 時から、直接または電話、メールでひきふね図書館へ 
【内容】オリジナルボードゲーム「すみとりー」を使用してゲーム大

会を行います。 

【パートナーズ企画】 

シャーロック・ホームズ講

演会『超初心者のためのシ

ャーロック・ホームズの楽

しみ方入門編』 

 

1月 27日（日）午後 2時から 4時まで  

【場所】2 階プロジェクトコーナー 【定員】15 人  

【参加費】無料 【申込み】１月 11 日（金）午前 9 時から、直

接または電話、メールでひきふね図書館へ 
【内容】どなたでも気軽にご参加いただける「ちょっとだけシャーロ

ッキアン」な気分になる講演会です。お気に入りの作品や舞台とな

った場所、ワトソンは何度結婚したの？など、ネタバレもあるかも

しれませんが、ホームズを楽しみましょう。 

【講師】日本シャーロック・ホームズ・クラブ会員 

【パートナーズ企画】 

バリアフリー児童書展に関

する展示  

11月 23日（金）から 12月 19日（水）まで 

【場所】２階正面玄関横展示スペース 
【内容】バリアフリー図書等を展示します。 

【パートナーズ企画】 

「墨塔三十六景」等の展示 
12月 21日(金)から 1月 27日(日)まで 

【場所】２階正面玄関横展示スペース 
【内容】すみほり隊作成の東京スカイツリー®ビュースポットを紹介す

る「墨塔三十六景」等を展示します。 

◇立花図書館 

催し物 日 程 

世界のバリアフリー児童図

書展  
12月11日（火）から28日（金）まで 【場所】立花図書館 
【内容】誰でも楽しめるバリアフリー児童図書を展示します。 

点字ワークショップ 

「点字用紙でクリスマスグ

ッズをつくろう」 

12月 16日（日）午後 1時 30分から 3時 30分まで 

【場所】立花図書館児童コーナー【参加費】無料 

【対象】どなたでも 【申込み】当日直接会場へ 
【内容】点字用紙でクリスマスカードやベルなどを作ります。 

◇八広図書館 

催し物 日 程 

点字ワークショップ 

「まきまきクリスマスベル

とクリスマスカードをつく

ろう！」 

12月 15日（土）午後 2時から 4時まで（出入り自由） 

【場所】多目的ルーム(和室) 【参加費】無料 

【対象】どなたでも 【申込み】当日直接会場へ 
【内容】点字用紙でクリスマスカードとベルを作ります。 

◇東駒形コミュニティ会館図書室 

催し物 日 程 

年忘れ とんこま寄席 12月 16日（日）午後 1時 30分から 2時 30分まで 

【場所】1 階地域集会所【定員】先着 30 名 

【参加費】無料 【対象】どなたでも 

【申込み】直接または電話で東駒形コミュニティ会館図書室へ 
【内容】演目は、講談と漫才をご用意しています。ご家族でお楽しみ

いただける内容です。 
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■12月の特集コーナー ※12月１日現在のテーマです。月の途中で変わる場合があります。 

施設名 場所 テーマ 

ひきふね図書館 一般書 ティータイムのおともにしたい、この１冊 

ティーンズサービス 美術館・博物館で優雅なひととき 

児童書 クリスマス 

プロジェクトコーナー 障害者向け資料の展示＆ボランティア活動の紹介 

緑図書館 

  

  

  

一般書 整える本特集 

ティーンズサービス ふりかえる！ 2018 年のスポーツ 

児童書 冬が始まる！ 

絵 本 クリスマス 

立花図書館 

  

  

一般書① 本の年賀状 

一般書② まわるまわる 

ティーンズサービス お茶漬けのようにサラサラと 

児童書 オノマトペ 

絵 本 クリスマス 

八広図書館 一般書 「食べ物」の話 

おすすめ 年末年始の過ごし方 

ティーンズサービス① 英語でお話してみましょ 

ティーンズサービス② ジャーナリスト 

児童書 ゆき 

東駒形コミュニティ 

会館図書室 

一般書① 聞く。見る。やってみよう。 

一般書② あたたかい“冬”お届けします。 

ティーンズサービス 冬休み どうすごしたい？ 

おはなしのもり 
ありえないおはなし（５日まで） 

ふゆのものがたり（６日から） 

おはなしれっしゃ 
トントントン！なんのおと？（17 日まで） 

いろいろ へんし～ん！（18 日から） 

梅若橋コミュニティ 

会館図書室 

  

一般書① 平成最後の冬… 

一般書② 
みんなで作ろう、読書の木（14 日まで） 

年末運試し！文庫くじと絵本一本釣り（15 日から） 

児童書 クリスマス 

横川コミュニティ 

会館図書室 
一般書 

贈るしあわせ 贈られるよろこび（14 日まで） 

ゆるめる あたま からだ（15 日から） 

児童書 
パーティやろうよ！（14 日まで） 

ねがいごと なあに？（15 日から） 

■おはなし会・読みきかせ（12月１日～1月 10日） 

会場 催し名 日程 

ひきふね図書館 

おはなしのじかん 
12 月４日（火）、18 日（火）、１月８日（火）

各日午前 11 時から 

おひざでえほん 
12 月 25 日（火）★午前 10 時から ★午前 11

時から 

 

緑図書館 

小さい子どものための 

おはなし会 

12 月６日（木）、１月 10 日（木）各日午前 10

時 30 分から 

えほんをよもう 12 月 8 日（土）午後 3 時から 

おはなしのへや 12 月 19 日（水）午後 3 時から 

えいごでえほん 12 月 19 日（水）午前 10 時 30 分から 
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■開館時間 

施設 曜日 開館時間 

ひきふね図書館 
月から土曜日 

午前 9 時から午後 9 時まで 
＊こどもとしょしつは午後 6 時まで 

日曜日・祝日 午前 9 時から午後 5 時まで 

緑・立花・八広図書館 
東駒形・梅若橋・横川コミュニティ
会館図書室
すみだ女性センター情報資料コーナー  

月から土曜日 午前 9 時から午後 8 時まで 

日曜日・祝日 午前 9 時から午後 5 時まで 

■休館日 

館内整理日（毎月第３木曜日 ＊祝日にあたる場合は翌日）、年末年始、特別整理期間 

※年末年始は 12 月 29 日（土）から 1 月 4 日（金）まで休館させていただきます。 

■所在地・電話番号 

図書館ホームページ  http://www.library.sumida.tokyo.jp 

図書館電話案内サービス  電話:０３-３６１２－６０４８ 

ひきふね図書館メールアドレス:HIKIFUNE＠city.sumida.lg.jp 

 

 

立花図書館 

おはなし会 
12 月 1 日（土）、8 日（土）、15 日（土）、 

1 月 5 日（土）各日午後 2 時から 

赤ちゃんおはなし会 
12 月 19 日（水）★午前 11 時から ★午後 1

時 30 分から 

 
 
八広図書館 

おはなしとあそびの 
じかん 

12 月 1 日（土）、8 日（土）、15 日（土）、 

22 日（土）、1 月５日（土）各日午前 11 時から 

おひざでえほん 12 月 14 日（金）午前 11 時から 

ぷちおはなし会 12 月 19 日（水）午後 3 時 30 分から 

東駒形コミュニティ
会館図書室 

おはなしのもり 12 月 6 日(木)、1 月 10 日(木)午後 3 時から 

えいごでおはなし会 12 月 12 日(水)、1 月 9 日(水)午後 3 時から 

おはなしれっしゃ 12 月 18 日(火) 午前 10 時 30 分から 

梅若橋コミュニティ

会館図書室 

おはなし会 
12 月 1 日（土）、8 日（土）、15 日（土）、 

1 月 5 日（土）各日午前 11 時から 
（乳児事業ひよこちゃん 

あそぼう内） 
あかちゃんおはなし会 

12 月 6 日（木）午前 10 時 30 分から 

横川コミュニティ 

会館図書室 

おはなしのじかん 
12 月７日（金）、14 日（金）、21 日（金）、 

28 日（金）各日午後 3 時 45 分から 

ひよこちゃんのおはな

し会（乳児対象） 
12 月 6 日（木）午前 11 時 40 分から 

ひきふね図書館  
京島１-３６-５ ℡５６５５-２３５０ 

東駒形コミュニティ会館図書室 
東駒形４-１４-１ ℡３６２３-１１４１ 

緑図書館 
緑２-２４-５ ℡３６３１-４６２１ 

梅若橋コミュニティ会館図書室 
堤通２-９-１ ℡３６１６-１１０１ 

立花図書館 
立花６-８-１-１０１ ℡３６１８-２６２０ 

横川コミュニティ会館図書室 
横川５-９-１ ℡５６０８-４５００ 

八広図書館 
八広５-１０-１-１０４ ℡３６１６-０８４６ 

すみだ女性センター情報資料コーナー 
押上２-１２-７-１１１ ℡５６０８-１７７１ 

http://www.library.sumida.tokyo.jp/
TEL:03-3612-6048

