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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  

２０１９年１２月号 (１２月１日発行) 第 152 号 

令和元年１２月１９日（木曜日）から令和２年１月４日（土曜日）まで、区

立図書館・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は、図書館シス

テム及び機器のリニューアル作業のため、休館（休室）いたします。 

上記期間中は『図書館ホームページ』及び『電話自動応答サービス』も同
様に休止いたします。 

また、これに伴いまして、貸出資料の取扱いを以下のようにさせていただきます。 

① 貸出期間について 

   休館期間を含む場合、休館期間分（17 日間分）延長いたします。 

② 取置期限について 

休館期間を含む場合、休館期間分（17 日間分）延長いたします。 

③ 予約・貸出延長・資料のお問合せについて 

   休館中は受付ができません。令和 2 年 1 月 5 日（日曜日）開館時より、 

通常どおり受付を再開いたします。 

④ 返却について 

   ブックポストは年末年始含め 24 時間返却可能です。（CD や DVD または 

これらが付属されている資料は、開館後にカウンターに直接ご返却ください。） 

なお、ホームページは１月５日（日）から再開します。 

新システムでの変更点は、ホームページや次号の図書館ニュースに追って掲載します。 

    休館中は皆様に大変ご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力を下さいますようよろしく 

お願いいたします。 

 

 

 

 

【もくじ】 

・各館の催し   2・3・4 面   ・おはなし会、読み聞かせ   5 面 

・特集コーナー     5・6 面   ・開館時間等         6 面 

https://3.bp.blogspot.com/-c6m6wJzDFYw/WEVXgta1MUI/AAAAAAABAMQ/68liDI5M8pUY9Jt2v-1zydvYw94_jodUACLcB/s800/christmas_dance_tonakai_santa.png
https://4.bp.blogspot.com/-CgvKGH3m-fw/VlmdyghzbsI/AAAAAAAA1F0/b1VTvIK2jWo/s800/christmas_line4_kugel.png
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■各館の催し 

【ひきふね図書館】 

催し物 日  程 

冬のおたのしみ会 12月 7日（土）午前 10時 30分から 11時 30分まで 

【場所】こどもとしょしつ 【参加費】無料 
【対象】３歳から小学生(子ども１人につき保護者１人同伴可) 
【定員】先着 30 名 ＊当日午前 10 時から整理券を配布 
【内容】パネルシアター、人形劇など 

【パートナーズ企画】 

ハーバード・ビジネス・レ

ビュー読書会 

令和２年 1月 11日(土) 午後 5時から 8時まで  

【場所】5 階会議室 【参加費】無料 【定員】先着 30 名 
【申込】１月５日（日）午前9時から直接、電話またはメールにて 
【持ち物】課題本『ＤIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュ
ー2020 年 1 月号』  

【内容】1 月号の特集テーマは「5Ｇ時代のコネクティッド戦略
（予定）」です。3 時間の自由討議をおこないます。テーブル
ごとに分かれて深い議論をします。 

【パートナーズ企画】 

ひきふね寄席 

令和２年 1月 18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】50 名 【申込】1 月 5 日(日)午前 9 時から直接、電話
またはメールにて ※詳細は「ポスター」「チラシ」を参照く
ださい。 【内容】入船亭扇好師匠の落語塾の素人落語家によ
る落語、落語ミニ講座など 

すみだ英語たどくらぶ 
   ※12 月はお休みします。 

令和２年 1月 19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】当日直接会場へ 【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 

【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。 

【緑図書館】  

催し物 日 程 

企画展示『今のうちに 

知っておこう新種目』 

12月 1日（日）から 12月 18日（水）まで 

【場所】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「空手」「スケートボード」「バトミントン」です。 

点字ワークショップ『点字

用紙でつくるクリスマスグ

ッズ』 

12月 1日（日）午後 1時 30分から 3時 30分まで 

【場所】1 階児童コーナー 【参加費】無料 
【対象】どなたでも 時間内ご自由に参加いただけます。 
【内容】点字を書いてクリスマスカードを作ります。またクリス
マスベルなども作ることができます。 

冬のお楽しみ会 12月 14日（土）午後 3時から 4時まで 

【場所】3 階学習室 【参加費】無料 
【対象】幼児から小学生(保護者同伴可) 【定員】先着 20 人 
（工作会のみ）※当日午後 2 時から整理券配布 
【内容】おはなし会とミニ工作会「動くサンタを作ろう」 

ビジネス支援講座 

『ネットで見つからない情

報がココにある！もっとハ

ローワークを使いこな

す！』 

令和 2年 1月 22日（水）午後６時から７時まで 

【場所】3 階学習室 【参加費】無料 【対象】どなたでも 
【定員】先着 20 人 【申込】12月10日（火）から直接または電

話にて※19日（木）から28日（土）まで休館のため、電話にて受付します。 
【内容】ハローワークの職員を講師にお呼びして、就職や転職を
お考えの皆様へ情報をお届けします。 

 

https://3.bp.blogspot.com/-eCvgpCWEgkA/ULLdmJbvUWI/AAAAAAAAHfU/5klPfSWkg20/s1600/snow_crystal2.png
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1475938877/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy53YW5wdWcuY29tL2lsbHVzdC9pbGx1c3QxNzkucG5n/RS=^ADByJEUbH4PlgnOpF4DHFSOUvh0i5g-;_ylt=A2Rivce9uPdX5AgA3l.U3uV7
https://www.irasutoya.com/2016/11/blog-post_455.html
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【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』 
12月 1日（日）から 12月 18日（水）まで 

【場所】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「ソフトボール」「野球」です。 

冬のおたのしみ会 

『今年もあの人がやってく

る！』 

12月 14日（土）午後 2時から 3時まで 

【場所】えほんのひろば 【参加費】無料  

【対象】幼児から小学生（保護者の同伴可）  

【申込】当日直接会場へ 

【内容】手遊び、読み聞かせ、ブックトーク、ミニ劇 など 

ぬいぐるみのおとまり会 令和２年 1月 13日（月・祝）午前 11時から 

【場所】児童コーナー 【参加費】無料 

【対象】3 歳から 12 歳の子ども（保護者の同伴可）  

【定員】先着 10 人  

【申込】1 月 5 日（日）午前 9 時から直接または電話にて 

【内容】おはなし会の後、ぬいぐるみたちに泊まってもらい、図

書館の仕事を体験してもらいます。返却は 15 日（水）午後か

らを予定しています。 

【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』 

12月１日（日）から 12月 18日（水）まで 

【場所】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。 

民話を語ろう 語りの会 

『むかし むかしね』 

12月 8日（日）午後２時から 

【場所】多目的ルーム〈ホール〉 【参加費】無料 
【対象】どなたでも 【定員】50 名 【申込】当日直接会場へ 
【内容】「民話を語ろう」による語りの会。今回のテーマは「む
かし むかしね」 

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 14日（土）午後 2時から 4時まで（出入り自由） 

【場所】児童コーナー 【参加費】無料 
【対象】どなたでも 【申込】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 

おとなの陶芸教室 12月 6日（金）午後１時 30分から 3時まで 

【場所】4 階図工室 【参加費】1000 円 

【対象】19 歳以上で陶芸初心者の方 【定員】15 名 

【申込】費用を添えて１階図書室カウンターへ 

【内容】先生に教えていただきながらの作陶。手びねりで自分だ

けのスープ皿を作りましょう。当日は成形まで行い、焼成した

ものは後日お引き渡しとなります。 
 

 

 

 

 

 

 ？ 
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https://3.bp.blogspot.com/-TCcRAipeJHk/UVWMlZBh3-I/AAAAAAAAPKw/DhV2HhbtlXY/s1600/tougei_woman.png
https://www.irasutoya.com/2019/06/blog-post_8.html
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～前ページの続き～ 

催し物 日 程 

出前講座『終活』 12月 7日（土）午後 1時 30分から 3時 30分まで 

【場所】1 階地域集会所 【参加費】無料 

【対象】どなたでも（大人の方優先） 【定員】30 名 

【申込】1 階図書室カウンターまたは電話にて 

【内容】近年多様化しているお葬式やお墓について、基礎知識や

トラブルにあわないためのポイント、エンディングノート作り

を講師がお手伝いします。成年後見制度、相続・遺言など、分

かりやすくお話しします。 

みんなでシネマ 

～座布団に座ってみる映画

館～ 

12月 15日（日）午後 1時 30分から 

【場所】1 階地域集会所 【参加費】無料  

【対象】どなたでも 【定員】25 名 【申込】当日直接会場へ 

【内容】上映作品「アーサー・クリスマスの大冒険」。世界中の
子どもたちにプレゼントを配るサンタの秘密と、サンタクロー
ス家の末っ子アーサーの大冒険。2011 年米・英作品。 

スーパーマーケットの  

しくみ 

 

 

 

令和 2年 1月 18日（土）午後 1時 30分から 3時まで 

【場所】東駒形コミュニティ会館集合後、西友錦糸町店 地下１

階・食品売場へ移動（保護者同伴組は現地解散。児童のみ参加

者は３時３０分当館にて解散） 【参加費】無料 

【対象】小学生以上（小学２年までは保護者同伴） 

【定員】２０名【申込】1 階図書室カウンターに直接または電話

にて 
※19 日（木）から 28 日（土）まで休室のため、電話にて受付します。 

【内容】私たちの生活に必要なライフラインとなっているスーパ
ーマーケット。店舗の内側を見学し、安心安全をどう維持して
いるかも分かりやすく解説してもらい、スーパーマーケットの

科学と仕組みを学びます。 

人形劇団ピコット 

  

令和 2年 1月 25日（土）午後 1時 30分から 2時 30分まで 

【場所】５階体育室 【参加費】無料 

【対象】未就学児と保護者・大人まで【定員】先着１５０名程度 

【申込】12月11日（水）午前9時から1階図書室カウンターに

直接または電話にて 
※19 日（木）から 28 日（土）まで休室のため、電話にて受付します。 

【内容】ショートショートとして「はらっぱのダンス」「おなか
のへるうた」「おもちゃのチャチャチャ」。人形劇『ジャックと
まめの木』を上演します。 

【横川コミュニティ会館図書室】 

催し物 日 程 

おしえて！あなたのおすす

め本 2019 

 

12月 18日（水）まで 

【場所】2Ｆ図書室カウンター【対象】どなたでも 
【内容】おすすめの本の紹介をカードに記入してカウンター横の
応募箱に入れてください。壁面に貼りだします。来年にはカー
ドと本を並べて展示する予定です。 

冬のおたのしみ会 

 

12月 14日（土）午後 2時から 3時まで 

【場所】3 階学童クラブ室【対象】乳幼児・小学生とその保護 

【内容】冬にぴったりのおはなし会。絵本の読み聞かせ、手遊び、 
わらべうたなどで遊びます。ちょっと早めのサンタさんがくる 
かも！ 

 

https://www.irasutoya.com/2014/06/blog-post_12.html
https://www.irasutoya.com/2018/12/blog-post_899.html
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■おはなし会・読みきかせ（当月１日から翌月 10 日まで） 

■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 
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！」 

 
ティーンズサービス 

こころに雨が降ったとしても 

―ティーンズのための悩んだときに開く本― 

 
児童書 クリスマス 

 
プロジェクトコーナー 障害者週間特集展示 

緑図書館 一般書 障害者週間特集 発達障がいとは 

  ティーンズサービス コンピュータゲームの魅力 

  児童書 クリスマスの本・さむい国の本 

  絵 本 クリスマス 

立花図書館 一般書① あのころ 

  

一般書② すみだから こんにちは 

ティーンズサービス 日本ゆかりの外国人 

児童書 みどり 

  絵 本 クリスマス 

 

 

 

会場 催し名 日程 

ひきふね図書館 

おはなしのじかん 
12 月３日（火）・17 日（火） 

・令和２年１月７日（火） 各日午前 11 時から 

おひざでえほん 
12 月 10 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５日（木）・令和２年１月９日（木） 

各日午前 10 時 30 分から 

おはなしのへや 12 月 18 日（水） 午後 3 時から 

立花図書館 

おはなし会 12 月 7 日（土） 午後 2 時から 

赤ちゃんおはなし会 
12 月 18 日（水） 

各日★午前 11 時から ★午後 1 時 30 分から 

八広図書館 

おはなしのじかん 
12 月 7 日（土）・14 日（土） 

各日午前 11 時から 

おひざでえほん 12 月 13 日（金）午前 11 時から 

ぷちおはなし会 12 月 18 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 4 日（水）・令和 2 年 1 月 8 日（水） 

各日午後 3 時から 

えいごでおはなし会 12 月 11 日（水）午後 3 時から 

おはなしれっしゃ 12 月 17 日（火）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 6 日（金）・13 日（金）・令和 2 年 1 月

10 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） 

12 月 5 日（木）・令和 2 年 1 月 9 日（木） 

各日午前 11 時 40 分から 



６ 

～前ページの続き～ 

施設名 場所 テーマ 

八広図書館 一般書 こたつに入って読みたい「ぬくぬく本」 

 
おすすめ 今夜はミステリー 

 

 

ティーンズサービス 異世界転生/転移で現実
リ ア ル

を生き抜く件 

児童書 あったか～い ぽかぽかえほん 

東駒形コミュニティ 

会館図書室 

催事特集 科学道 100 冊 2019 

一般書① 詣でましょう 

一般書② クリスマス☆クリスマス 

 ティーンズサービス あったかごはんでほっとひと息 

 おはなしのもり たのしいふゆの日 

 
おはなしれっしゃ げんきいっぱい！ 

横川コミュニティ 一般書 楽しく集えば 

会館図書室 児童書 福音館書店 かがくのとも 50 周年 

■開館時間 

 

■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 
 

※システム更新に伴い下記期間区内の図書館、図書室は休館となります。 

 令和元年 12 月 19 日（木）から令和 2 年 1 月 4 日（木）まで 

※梅若橋コミュニティ会館は大規模修繕工事のため、下記期間は休館となります。 

令和元年 11 月 21 日（木）から 12 月 20 日（金）まで 

利用者の皆様には大変ご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力下さいますよう、よろしく 

お願いいたします。 

 
■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 (℡:03-3612-6048) 

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 

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

