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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 1 月号 (1 月 1 日発行) 第 141 号 

 

 

 

年頭のごあいさつ   
ひきふね図書館長 高村 弘晃 

新年あけましておめでとうございます。  

昨年度の図書館・図書室全体の貸出点数は約 185 万冊に上り、前年  

度に比べて約６％増加いたしました。このように、図書貸出サービスを  

多くの方にご利用いただき、地域に密着した図書館としての役割を果た  

すことができました。  

一方、子どもの読書環境づくりについては、昨年 12 月に「墨田区子  

  ども読書活動推進条例」が制定され、子どもの読書活動の推進に関する  

施策を総合的かつ計画的に推進していくこととなりました。墨田区立図  

書館・図書室では、この条例の趣旨に則り、更なる図書館サービスの充  

実に努めてまいりたいと考えております。  

また、昨年末に実施いたしました「墨田区立図書館についての利用者  

アンケート」につきましては、大変多くの皆様にご協力いただきありが  

とうございました。現在、集計作業を行っており、結果がまとまりまし  

たら、図書館ホームページ等において公表するとともに、更なる図書館  

サービスの向上に活かしていきたいと考えております。  

今後とも、図書館・図書室へのご愛顧、何卒よろしくお願い申し上げます。 
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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 1月 20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】不要。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】 

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】各回共に先着 10 名 

【申込み】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】 

人生・生きがい、青春、恋

愛・結婚、社会・歴史を考

える読書会 

1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 

【その他】テキスト・課題本『ここ過ぎて－白秋と三人の妻』瀬 

戸内寂聴／著(小学館文庫) 【内容】国民的な天才詩人・北原白秋

には、俊子・章子・菊子という妻がいた。数々の詩歌や童謡、校歌

の作詞などの創作活動に励む波乱万丈の一生をたどる一方、3 人の

妻の存在が果たした役割を瀬戸内が丹念な取材で活写した渾身の長

編評伝。この名作について語り合います。 

【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 名  

【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 
【講師】日本シャーロック・ホームズ・クラブ会員 
【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。 

絵本ワークショップ 

『親子で楽しもう！えほん

で 遊んで・クイズに答

えて・歌っちゃおう』 

     （おみやげ付き） 

2月 9日（土）午後 1時 30分から 3時まで  

【場所】2 階プロジェクトコーナー 【対象】3 歳から小学生の

子どもとその家族（小学生は子どものみの参加も可） 

【定員】子ども先着 20 名（ぜひご家族の方も参加ください） 

【参加費】無料【申込み】１月 21 日（月）午前 9 時から、親

子氏名・子ども年齢・電話番号を、直接または電話でひきふね

図書館へ【内容】大きな巻紙芝居のほか、絵本パズル・歌付き絵本・

クイズやかるたなど、親子で楽しめる絵本ワークショップです。 

シャーロック・ホームズ講

演会『ホームズとヴィクト

リア朝』（シャーロック・ホ

ームズの楽しみ方その11） 

2月 16日（土）午後 2時から 4時 

【場所】2 階プロジェクトコーナー【定員】先着 50 名 

【参加費】無料 【申込み】1 月 21 日（月）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】元昭和女子大学教授で日本シャーロック・ホームズ・クラブ

会員の中西 裕氏による講演会。ホームズの活躍した時代、イギリス

の世紀末ヴィクトリア朝の時代背景や舞台となった場所などのお話

です。ヴィクトリア朝に関心のある方にもおすすめです。(ネタバレ

もあるかもしれません。) 

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/2017/06/blog-post_846.html
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プログラミングワークショ

ップ『タブレットを使った

デジタル水族館づくり』 

2月 23日（土） 【第 1部】午後 1時 20分から 2時 30分まで 

 【第 2部】午後 2時 40分から 3時 50分まで 

※１部及び２部の両方の参加はできません。 

【場所】５階会議室 【対象】障害のある小・中学生とその家族

【定員】各部 15 名程度 【参加費】無料 

【申込期間】平成 31 年 2 月 8 日まで 

【申込方法】氏名・学校名・学年・電話番号を、直接または電話、

ＦＡＸでひきふね図書館へ 
【内容】タブレットを使って、みんなの描いた海の生き物が泳ぎだす、

デジタル水族館を作ります。 

【パートナーズ企画】 

「墨塔三十六景」等の展示 
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。 

◇緑図書館 
催し物 日 程 

◎お正月企画◎ 

緑図書館おみくじ 
1月 5日（土）から 1月 31日（木）まで（※無くなり次第終了） 

【場所】1 階カウンター 【参加費】無料 【対象】どなたでも 
【内容】期間中に本を借りると、「おみくじ」が引けます。引いたおみ

くじは、しおりにどうぞ。ご希望の方は受付へ。 

◇立花図書館 
催し物 日 程 

ぬいぐるみおとまり会 1月 27日（日）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 【申込み】1 月 8 日（火） 

午前 9 時から、直接または電話で立花図書館へ 
【内容】ぬいぐるみと一緒に聞くおはなし会。その後、ぬいぐるみた

ちにおとまりしてもらい、図書館のお仕事を体験してもらいます。 

立花トークサロン 第３回 

『隅田川焼きの魅力 

土でできる可能性』 

2月 2日（土）午前 10時から 11時 30分まで 

【場所】立花図書館 【定員】先着 20 名  

【参加費】無料 【対象】どなたでも  【申込み】１月 12 日（土）

午前９時から、直接または電話で立花図書館へ 
【内容】陶芸家であり、都立橘高校講師でもある長谷川剛氏をお招き

し、隅田川焼きと“すみだ”の街の魅力をうかがいます。 

◇八広図書館 
催し物 日 程 

☆新春☆『お楽しみ♪福バ

ック』 
1月 5日 （土）から（※無くなり次第終了） 

【場所】図書館カウンター 【参加費】無料  

【対象】中学生以上 【配布数】先着１５袋 【申込み】不要 
【内容】図書館員がおすすめする本(貸出資料)が 2 冊入っています。 

おまけとして、手作りはんこがもらえます。 

☆新春☆運試し企画① 

『本を借りておみくじガチ

ャを回そう』 

1月 5日 （土）から1月7日（月）まで 

【場所】図書館カウンター前 【参加費】無料 

【対象】小学生以下【定員】なし【申込み】不要 
【内容】期間中に 5 冊以上の本を借りると「おみくじガチャ」をまわ

すことができます。何が出てくるかお楽しみ。 



４ 

☆新春☆運試し企画② 

『運試し百人一首めくり』 
1月 5日 （土）から1月13日（日）まで 

【場所】図書館カウンター前 【参加費】無料 

【対象】どなたでも 【申込み】不要 
【内容】百人一首をめくって当たり札が出たら、福プレゼントがもら

えます。新春の運試しをしてみませんか？ 

冬の大工作会 

『手作りスノードーム』 
1月19日（土）午後2時から3時まで 

【場所】多目的ルーム（板の間） 【参加費】無料 

【対象】小学生以下 ※未就学児は保護者の付添いが必要  

【定員】10名（事前申込制・先着順） 

【申込み】1月 5日 （土）午前９時から、直接八広図書館へ 
【内容】簡単に入手できる材料だけで、冬にぴったりのスノードーム

を作ります。 

大人の工作会第 11 弾 

『アロマワックスバー』 
1月 26日（土）午後 2時から 3時まで  

【場所】多目的ルーム(板の間) 【定員】先着 5 名  

【対象】大人 【参加費】無料 【申込み】１月 5 日（土）午前

９時から、八広図書館カウンターにて受付 
【内容】アロマワックスバーを作る工作会です。 

◇東駒形コミュニティ会館図書室 
催し物 日 程 

夜の大人のおはなし会＆ 

キャンドルカバーを作ろう 
1月 11日（金）午後 7時から 8時まで 

【場所】1 階地域集会所【定員】先着 20 名【対象】中学生以上

【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】昔話や不思議な話のおはなし会のあと、オリジナルのＬＥＤ 

キャンドルカバーを作ります。 

折り紙で彩る 

 
1月 19日（土） 子どもの部：午後 1時 30分から 2時 15分まで 

大人の部：午後 2時 30分から 3時 15分まで 

【場所】1 階地域集会所 【定員】各部 15 名 【参加費】無料 

【対象】（子どもの部）小学生 （大人の部）中学生以上 

【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

【協力】日本折紙協会 【内容】折紙協会の講師を招いて、ユニット 

折り紙(パーツを組み合わせて折る作品)をつくります。 

初笑い とんこま寄席 1月 26日（土）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 

【申込み】1 月 11 日（金）から、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。 

◇梅若橋コミュニティ会館図書室 
催し物 日 程 

新年は梅若で運試し！ 

『ガラポンおみくじ』 
1月 5日（土）から 1月 20日（日）まで 

【場所】図書室カウンター 【対象】どなたでも 
【内容】ガラポンおみくじで大吉が出たら「本の御守り」差し上げま

す。おみくじに書かれたおすすめ本を読めば運気があがるかも？ 

◇横川コミュニティ会館図書室 
催し物 日 程 

子どもも大人も楽しめる 

紙芝居 
1月 19日（土）午後 2時から午後３時まで 

【場所】3 階第二学童クラブ室 【定員】先着 50 名 

【参加費】無料 【申込み】不要、当日直接会場へ 

【対象】小学生以上の方どなたでも 
【内容】経験豊富な演者が実演する表現豊かな紙芝居の世界です。 
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■1月の特集コーナー ※1 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 紙を楽しむ  

ティーンズサービス RUN RAN RUN 

児童書 お正月 十二支のほん 

プロジェクトコーナー 明るい選挙啓発ポスターコンクール作品展（18 日から） 

緑図書館 

  

  

  

一般書 新しく始める 

ティーンズサービス 怪盗参上!！ 

児童書 気になる！おすもうさん 

絵 本 おしょうがつ／いのしし 

立花図書館 

  

  

一般書① 本の年賀状 

一般書② チャレンジ‼ 

ティーンズサービス 甘い誘惑 

児童書 なにかおかしい 

絵 本 えと 

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 快適な部屋作り 

ティーンズサービス② となりのユカリ ～江戸川～ 

児童書 スープ 

東駒形コミュニティ 

会館図書室 

一般書① 明治を彩る最先端技術 

一般書② 絢爛、蒸気と歯車の世界 

ティーンズサービス 今年の目標は決まった？ 

おはなしのもり 
ふゆのものがたり（9 日まで） 

ことしはなにどし？（10 日から） 

おはなしれっしゃ 
いろいろ へんし～ん（14 日まで） 

ぽかぽか あったか～（15 日から） 

梅若橋コミュニティ 

会館図書室 

  

一般書① 本を読んで夢を見よう 

一般書② 「本の福袋」と「絵本一本釣り」（20 日まで） 

児童書 ふしぎなはなし 

横川コミュニティ 

会館図書室 
一般書 

招福 （16 日まで） 

からだを温めよう （18 日から） 

児童書 
しんわとかみさま （16 日まで） 

こわい おに やさしい おに （18 日から） 

■おはなし会・読みきかせ（1月 5日～2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 

1 月 8 日(火)、15 日(火)、2 月 5 日(火)各日午

前 11 時から ★1 月 12 日(土)午後３時から 

おひざでえほん 1 月 22 日（火）★10 時から ★11 時から 

 

 

緑図書館 

小さい子どものための 

おはなし会 

1 月 10 日（木）、2 月 7 日（木）午前 10 時 30

分から 

えほんをよもう 1 月 12 日（土）、2 月 9 日（土）午後３時から 

おはなしのへや 1 月 16 日（水）午後３時から 

えいごでえほん 1 月 23 日（水）午前 10 時 30 分から 

立花図書館 おはなし会 
1 月 5 日（土）、12 日（土）、19 日（土）、26

日（土）各日午後 2 時から 
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■おはなし会・読みきかせ（1月 5日～2月 10日）  ～前ページの続き～ 

■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 

 

会場 催し名 日程 

立花図書館 赤ちゃんおはなし会 
1 月 16 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 

1 月 5 日(土)、12 日(土)、19 日(土)、2 月 2 日

(土)、9 日(土)各日午前 11 時から 

おひざでえほん 1 月 11 日(金)、2 月 8 日(金)午前 11 時から 

ぷちおはなし会 1 月 16 日（水）午後 3 時 30 分から 

おはなしひろば 1 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 １月 10 日（木）、２月７日（木）午後３時から 

えいごでおはなし会 １月 9 日（水）午後３時から 

おはなしれっしゃ １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 
1 月 5 日(土)、12 日(土)、19 日(土)、26 日(土)、

2 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 

1 月 31 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 
1 月 11 日（金）、18 日（金）、25 日（金）、２

月１日（金）、８日（金）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） 
1 月 31 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

