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秋です！『読書週間』の季節です！ 
 

10月27日から11月9日までの、文化の日を中心とした 

2週間は「読書週間」です。 

「読書週間」は、読書の楽しさを伝え、すべての世代の方々 

に本に親しむきっかけをつくっていただきたいという考えに基 

づいた運動です。  

期間中、墨田区立図書館でも、より多くの方々に読書を楽し 

んでいただけるよう、各館で講演会などを実施します。 

ぜひ、この機会に図書館にお越しいただき、本との出会いや 

読書の素晴しさを実感してください。 

■「読書週間」今年の標語  

『おかえり、栞の場所で待ってるよ』 
〈標語の作者のことば〉 

 日々の時間と環境は、時には私を置いて行ってしまうほど 

早く過ぎ去ってしまうときもあるけれど、ほっと開いた本の 

世界は、私の帰りを待ってから進んでくれる…一人暮らしを 

はじめて、昔以上に本が好きになりました。 

（公益社団法人 読書推進運動協議会ＨＰより） 

 

 

 
 

【もくじ】 
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＊＊＊読書週間 講演会＊＊＊ 
 

 

墨田区育ちの散歩隠居が語る 

『作家・文人の濹東散歩』 
 

＜日時＞11月４日（休日） 午後２時～４時 

＜講師＞坂崎重盛氏（エッセイスト） 

＜場所＞ひきふね図書館  ＜参加費＞無料 

＊特集展示＊ 
 

各館で、「読書週間」

ならではの特集展

示を行います。ぜ

ひ、ご覧ください。 

＊リサイクル本 

   の提供＊ 
 

「読書週間」期間中

は、各館でリサイク

ルコーナーの本を、

通常よりも多く提

供していきます。 
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■各館の催し 

◇ひきふね図書館  

催し物 日  程 

すみだ英語たどくらぶ 10月 20日（日） 午後 2時から 3時 30分まで 
【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 

【読書週間講演会】 

墨田区育ちの散歩隠居
いんきょ

が語

る『作家・文人の濹
ぼく

東
とう

散歩』 

11月 4日（月・休日） 午後 2時から 4時まで  
【場所】5階会議室 【定員】先着50名 【参加費】無料 

【申込み】直接または電話、ＦＡＸで、ひきふね図書館へ 

【講師】坂崎重盛氏  ※詳細は墨田区立図書館のホームページを参照 

【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 

10月 27日（日） 午後 2時から 4時 30分まで 
【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 

【テキスト・課題本】『「カッコいい」とは何か』平野啓一郎／著

（講談社現代新書） 

【内容】「カッコいい」を考えることは、いかに生きるべきかをかんが

えることだ！「カッコいい」とは何かが分からなければ、20世紀後

半の文化現象を理解することは出来ない。この本について、じっく

り語り合います。 

【パートナーズ企画】  

ハープコンサート  ♪ 
 
     ♪ 
     

    ♪ 

11月 10日（日）  午後 2時から 3時まで  
【場所】５階会議室 【参加費】無料 【定員】先着50名 

【持ち物】墨田区立図書館(室)の共通利用カード（かしだし券) 

【対象】小学生以上※小学２年生以下は保護者の同伴が必要 

【申込み】直接または電話・メールでひきふね図書館へ  

【出演】吉田みちこ氏（ハープ奏者） 

【内容】クラシックからポップスまで、ハープの美しい演奏をお楽し

み下さい。 

【パートナーズ企画】  

シャーロック・ホームズ講

演会『翻訳家・日暮雅通氏

によるシャーロック・ホー

ムズの楽しみ方』 

 

11月 16日（土）  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 

【定員】40名 【申込み】10月11日午前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】日本を代表するシャーロッキアンで、日本シャーロック・ホ

ームズ・クラブおよびベイカー・ストリート・イレギュラーズ会員

の日暮雅通氏による講演会。今年のホットなホームズ情報や海外の

情報など初心者からマニアックな方まで楽しめる内容です。（ネタバ

レもあるかもしれません） 

◇緑図書館 
催し物 日 程 

秋の読書の日イベント 

『1日図書館体験』 
10月26日（土） [午前の部]10時から正午まで 

 [午後の部]2時から4時まで 
【場所】緑図書館 【対象】小学生 【定員】各部先着4名 

【費用】無料 【申込】事前に直接緑図書館カウンターへ  

【内容】一日図書館員になってカウンター体験や簡単な工作など

を行います。バックヤードツアーもあります。 
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～前のページの続き～ 
催し物 日 程 

企画展示『今のうちに 

知っておこう新種目』 

10月 1日（火）から 10月 29日（火）まで 
【場所】緑図書館 カウンター前 展示コーナー 

【内容】墨田区で開催されるボクシングと新種目に関する本を展示し

ます。今月は「野球」「ソフトボール」です。 

◇立花図書館 
催し物 日 程 

企画展示『今のうちに 

知っておこう新種目』 

10月 1日（火）から 10月 29日（火）まで 
【場所】立花図書館 入口展示コーナー 

【内容】墨田区で開催されるボクシングと新種目に関する本を展示し

ます。今月は「サーフィン」「スポーツクライミング」「テコンドー」

です。 

◇八広図書館 
催し物 日 程 

企画展示『今のうちに 

知っておこう新種目』 

10月 1日（火）から 10月 29日（火）まで 
【場所】八広図書館 展示コーナー 

【内容】墨田区で開催されるボクシングと新種目に関する本を展示し

ます。今月は「空手」「スケートボード」「バトミントン」です。 

小学生限定☆１日図書館員

体験☆ 

10月 19日（土） 午後 2時から午後 4時まで 
【場所】八広図書館内 【参加費】無料 【定員】先着３名 

【対象】小学生 【申込み】事前に直接八広図書館カウンターへ 

【内容】図書館員が日頃行っているお仕事を実際に体験します。最後

まで頑張った子には修了証書を進呈。エプロン貸与有。 

◇東駒形コミュニティ会館図書室 
催し物 日 程 

ゲーム(レクリエーション)

から学ぶ遊びかたの創造性 

10月 26日（土） 午後 1時 30分から 3時まで 
【場所】1階地域集会所【対象】どなたでも【定員】2０名 

【参加費】無料 【申込み】１０月１日（火）から電話または直

接１階図書室カウンターへ 

【内容】遊びかたはいろいろ！道具がなくても、みんなが集まったら、

それだけでゲームが始まるよ！いつでも・どこでも・だれとでも、

楽しく遊ぶコツをご一緒に♪みんなで遊んだそのあとは、新しいゲ

ームをつくっちゃおう！ 

みんなでシネマ 

～座布団に座ってみる映画

館～ 

10月 27日（日） 午後 1時 30分から 
【場所】1階地域集会所【対象】どなたでも【定員】25名 

【参加費】無料【申込み】当日直接会場へ 

【内容】上映作品『食べて、祈って、恋をして』。女性ジャーナリスト

が、満足しきれない思いを抱いて、ニューヨーク、イタリア、イン

ド、バリ島へ自分探しの旅へ…。全世界で累計700万部を売り上げ

た『食べて、祈って、恋をして 女が直面するあらゆること探究の

書』を原作としたドラマ映画。2010年アメリカ作品。 
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◇梅若橋コミュニティ会館図書室 
催し物 日 程 

大人の秋の工作会 

～読書まわりの雑貨手作り

しませんか～ 

10月 19日（土） 午後 1時 30分から 3時 30分まで 
【場所】図書室前ロビー【対象】高校生以上 

【参加費】無料 【申込み】当日直接会場へ 
【内容】所要時間10～20分程度。以下から選んでご参加ください 

①水引しおり 定員15名 

②蝋
ろう

引き紙で作るブックカバー 定員 15名 

③レジンボールペン 定員 7名 

すこし早い「クリスマスプ

レゼントつき絵本のお楽し

み袋」 

10月 1日（火）から 11月 4日（月・休日）まで 
【場所】図書室カウンター 【対象】子ども 
【内容】お子様にあわせた絵本をえらんで、ラッピングして貸出しま

す！詳しくは館内ポスター、チラシをご覧ください。 

◇横川コミュニティ会館図書室 
催し物 日 程 

かしだしdeビンゴ！秋 

 
10月 7日（月）から 11月 9日（土）まで 
【対象】どなたでも 
【内容】カウンターでビンゴカードを配布。貸出でその日のナンバー

にしるしが付きます。たて、よこ、ななめ、いずれかの列がそろっ

たらプレゼントがもらえます。 

■10月の特集コーナー ※10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 

古典を楽しむ（16日まで） 

ひきふね図書館スタッフのおすすめ 

「もう１ページ、めくる指先止まらない！」（18日から） 

ティーンズサービス その時どうする！？ 

児童書 あきをたのしむえほん 

プロジェクトコーナー フウガドールすみだ関連展示 

緑図書館 

  

  

  

一般書 緑図書館スタッフのおすすめ 

ティーンズサービス ちゃんと考えたいお金のこと 

児童書 みんなのおすすめ本！ 

絵 本 あき 

立花図書館 

  

  

一般書① café立花 

一般書② スポーツ ! 

ティーンズサービス 下剋上！ 

児童書 じしんがあります 

絵 本 コロコロ・パラパラ 

八広図書館 一般書 食欲の秋！！ 

おすすめ 音楽小説 

ティーンズサービス 世界は魔法であふれてる 

児童書 お八つのじかん 

東駒形コミュニティ 

会館図書室 

一般書① すみだの粋－美と匠－ 

一般書② 食欲の秋—肉・にく・ニク－ 

ティーンズサービス トリック・オア・トリート 

おはなしのもり からだをうごかそう 

おはなしれっしゃ もぐもぐ おいしい！ 
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～前ページのつづき～ 
梅若橋コミュニティ 

会館図書室 

  

一般書① 歴史の息吹を感じたい 

一般書② ああ、懐かしの昭和 

児童書 おばけ 

横川コミュニティ 

会館図書室 
一般書 

山の恵み（16日まで） 

読書で豊かな暮らし（17日から） 

児童書 
てつどうはかせになりたいな（16日まで） 

ハッピー♪ハロウィーン（17日から） 

■おはなし会・読みきかせ（当月1日から翌月10日まで） 

会場 催し名 日程 

ひきふね図書館 
おはなしのじかん 

10月１日(火)・15日(火)・11月５日(火) 

各日午前11時から 

11月９日(土)午後３時から 

おひざでえほん 10月８日(火) ①午前10時から ②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 

10月3日（木）・11月7日（木） 

各日午前10時30分から 

えほんをよもう 10月12日（土）午後3時から 

おはなしのへや 10月16日（水）午後3時から 

えいごでえほん 10月23日（水）午前10時30分から 

立花図書館 

おはなし会 
10月5日(土)・12日(土)・19日(土)・26日(土)・

11月2日(土)・9日(土) 各日午後2時から 

赤ちゃんおはなし会 

10月16日(水)①午前11時から 

②午後1時30分から 

10月27日(日)午前11時から 

 
 
八広図書館 

おはなのじかん 
10月5日(土)・12日(土)・19日(土)・ 

11月2日(土)・9日(土)各日午前11時から 

おひざでえほん 10月11日（金）午前11時から 

ぷちおはなし会 10月16日（水）午後3時30分から 

おはなしひろば 10月26日（土）午前11時から 

東駒形コミュニティ
会館図書室 

おはなしのもり 10月2日(水)・11月6日(水)各日午後3時から 

えいごでおはなし会 10月9日（水）午後3時から 

おはなしれっしゃ 10月15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 
10月5日(土)・12日(土)・19日(土)・26日

(土)・11月2日(土)・9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 

10月3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 

10月 4日(金)・11日(金)・18日(金)・25日

(金)・11月1日(金)・8日(金) 

各日午後3時45分から 

ひよこちゃんのおはな

し会（乳幼児対象） 

10月3日（木）・11月7日（木） 

午前11時40分から 

キッズタウンおはなし会 

第一部（乳幼児対象） 

10月20日（日）午後2時から 

（会場前でリサイクル本を配布予定） 

キッズタウンおはなし会 

第二部（幼児・小学生対象） 

10月20日（日）午後3時から 

（会場前でリサイクル本を配布予定） 
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図書館から重要なお知らせです 

  この期間は図書館システムが停止するため、墨田区立図書館ホームページも 

使用できなくなり、Ｗeb上での予約や資料検索、利用者メニューの利用等すべての 

機能が使用不可となります。 

   なお、上記休館期間は、貸出期間から除外するため、休館前2週間以内に貸し出された 

資料については、返却期限が休館期間終了後となります。 

また、梅若橋コミュニティ会館（堤通2-9-1）は、大規模修繕工事のため、 

11月21日（木）から12月20日（金）の間、休館します。 

利用者の皆様には大変ご不便をおかけしますが何卒ご理解、ご協力のほどよろしくお願い 

いたします。 

■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 

■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 

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

