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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９月号 (９月１日発行) 第１4９号 

 

墨田区ではスポーツを通じた地域の活性化などを目的に、フットサルチームのフウガドールすみ

だとバレーボールチームの FC 東京を応援しています。そこで今月号では、フウガドールすみだ

の選手（背番号 6）であり、墨田区立図書館の職員でもある宮崎
みやざき

曉
さとし

が両チームを紹介します。 

■フウガドールすみだとは 

フウガドールすみだは日本最高峰リーグ「F リーグ」所属のフット

サルチームです。2009 年より墨田区での活動を始め、今年で 10

周年を迎えました。「キリカエ0秒」を合言葉に墨田区から日本一、

さらにはアジア No.1 を目指して、墨田区総合体育館をホームに活

動しています。 

フットサルとサッカーの主な違い 

 

 

 

 

 

フウガドールすみだ監督・ 選手のおすすめ本 

須賀
す が

 雄大
たけひろ

 監督おすすめの一冊 
『完訳 7 つの習慣 人格主義の回復』 スティーブン・R.コヴィー・キングベアー出版 
《コメント》 
人格主義の回復という副題の通り、誠意・謙虚・誠実・勇気・忍耐など人間の内面にある人格的
な部分を磨く「人格主義」でのみ真の成功は得られるということが学べます。 
フウガドールすみだはフットサル選手である前に一人の人間としてどうであるべきかというこ
とに、つまり人格をとても大切にしています。先日、とても忍耐強くチームのために努力できる
ある選手がこの著書を読んでいると聞いて納得しました。この本をそのまま模写するのではなく、
自分の身近なことに置き換えてご自身の習慣を作ってはいかがでしょうか。 

No.4 キャプテン 諸江
も ろ え

 剣語
け ん ご

 選手おすすめの一冊 
『心を整える。勝利をたぐり寄せるための 56 の習慣』 長谷部誠・幻冬舎 
《コメント》 

謙虚に誠実でいることの大切さを改めて感じました。サッカー選手のみでなく、あらゆる分野の

人に是非読んでもらいたい 1 冊です。 

 
 

 

 フットサル サッカー 

競技者数 5 人 11 人 

ピッチサイズ 20m×40m 68m×105m 

競技場所 体育館 スタジアム 

 

 

【もくじ】  ・各館の催し  3～4 面  ・おはなし会、読み聞かせ  5～6 面 

・特集コーナー 4～5 面  ・開館時間、休館日等    6 面 

 

フウガドールすみだ 

マスコットキャラクター 

「スミダイル」 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj-7K-6nv_jAhUh-2EKHVGYCZ0QjRx6BAgBEAQ&url=https://twitter.com/fuga_sumida&psig=AOvVaw07sQqnBbIYC14WI24EGnpU&ust=1565764771497124
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjehpC89ZXkAhWEfXAKHYiAAjcQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.irasutoya.com/2016/03/blog-post_42.html&psig=AOvVaw2HEKXAiamPJ2FDYcETBNE0&ust=1566544007941081
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10 周年記念展示 

10 月 1 日（火）より、ひきふね図書館 2F プロジェクトコーナーにて、墨田区とのホームタウ

ン協定締結 10 周年を記念したフウガドールすみだの展示を行います。墨田区での 10 年の歩み

を写真や映像で振り返ります。図書館コラボのチラシやしおりもございます。ぜひお立ち寄りく

ださい！ 

11/16(土)のホームゲームは区民 DAY   フウガドールすみだ 今後のホームゲーム情報 

区民 DAY 限定のイベントがもりだくさん 

墨田区総合体育館でフウガドールすみだを 

応援しよう！ 

①ブックカバーになるマッチデー 

②区民特別割引  などなど…！ 

 11/16(土)は 14 時墨田区総合体育館へ！ 

最新情報はこちらからチェック！ 
 

 
 

■FC 東京バレーボールチームとは 

FC 東京バレーボールチームは、墨田区を拠点に、バレーボールの

日本最高峰リーグ「V1 リーグ」で活躍しています。「バレーボー

ルを通じた地域貢献」「バレーボールの普及と発展」「自立した個人

の集団の創造」を活動方針に、リーグ優勝を目指し日々激しい練習

に励んでいます。 

FC 東京からのおすすめ本 
No.24 リベロ 

 野瀬
の せ

 将
しょう

平
へい

選手おすすめの一冊 

『THE TEAM ５つの法則』 麻野耕司・幻冬舎 
《コメント》 

チームというものに対して理解が深められる一冊。FC 東京バレーボールチームに当てはめるこ

とで客観的にチームについて考えることができました。 

著者の麻野耕司氏が元バレーボール部ということもあり、例えにバレーボールが使われていると

ころも個人的に面白かったです。 

スポーツだけでなく職場などの様々な形の「TEAM」について書いてあるのでお薦めです！ 

11/10(日)のホームゲームは区民 DAY 

墨田区総合体育館で FC 東京バレーボールチームを応援しよう！ 

墨田区民の方を対象に抽選で 50 名様を無料ご招待。 

詳細は 10 月 1 日の墨田区報に掲載予定です。 

FC 東京バレーボールチーム今後のホームゲーム情報 

 

 

最新情報はこちらからチェック！   

 

 

 

Twitter @fuga_sumida 

Instagram @fugador_sumida 

11/9(土) 13:00 パナソニックパンサーズ 

11/10(日) 12:00 VC 長野トライデンツ 

1/11(土) 15:00 東レアローズ 
 

12/6(金) 19:30 

エスポラーダ北海道 

12/14(土) 17:00 

湘南ベルマーレ 

9/13(金) 19:30 

ペスカドーラ町田 

11/2(土) 14:00 

ヴォスクオーレ仙台 

11/16(土) 14:00 

シュライカー大阪 
 

公式ホームページ 

 https://www.fctokyo.co.jp/volleyball/ 

 

  ＠fctokyo_volley Twitter  ＠fctokyo_volley 

https://www.fctokyo.co.jp/volleyball/
https://pbs.twimg.com/profile_images/502705000976351232/aHwEr-oh_400x400.jpeg
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■各館の催し 

【ひきふね図書館】 

催し物 日  程 

第 19３回すみだ文化講座

『知っておきたい図書館の

使い方～認知症の人が図書

館を上手に使うために』 

9月 7日（土） 午後 2時から 4時まで 

【場所】5 階会議室 【定員】50 名 【参加費】無料  

【申込み】直接・電話・FAX でひきふね図書館へ 

【内容】「本を探して脳を活性化！」好きな事やあの頃楽しかった思い

出を本で探してみませんか？認知症の正しい知識と図書館の活用法

について学び、誰もが図書館を快適に利用できるようになるための

お話です。 

すみだ英語たどくらぶ 9月 15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 
【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』 

9月 18日（水） 午後 7時から 8時 30分まで 

【場所】2 階プロジェクトコーナー 【定員】40 名 【参加費】無料  

【申込み】直接・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

クな方までを対象に。（ネタバレもあるかもしれません） 

【パートナーズ企画】 
「時代小説の楽しみ方 そ
の 4」 江戸を楽しむ 

10月 6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】先着 50 名 

【参加費】無料 【申込み】9 月 11 日（水）より、直接・電話・メ

ールでひきふね図書館へ  

【内容】毎回ご好評の飯島一次先生の江戸シリーズ第 4 弾。ご自身も

時代小説作家である飯島先生から、江戸時代のちょっとした雑学や

ウンチク、背景となった地の紹介など時代小説がもう一つ楽しくな

ること間違いなしのお話をうかがいます。 

【立花図書館】 
催し物 日 程 

立花トークサロン第５回 

「見えそうで見えない 

ガラスのむこう側」 

9月 25日（水） 午後 6時 30分から 7時 30分まで 

【定員】20 名（申込み順） 【参加費】無料 【申込み】9 月 1 日

（日）午前 9 時より直接または電話で立花図書館へ 

【内容】明治 32 年創業、「廣田硝子」四代目社長 廣田達朗氏をお招

きし、江戸硝子や江戸切子とすみだにまつわるお話をうかがいます。 

【八広図書館】 
催し物 日 程 

八広図書館も出店！！ 

「八広ふれあい通り 

オープニングフェスタ」 

9月 29日（日） 午前 10時から午後 3時まで 

【場所】八広ふれあい通り(済生会病院～すみだ晴山苑) 

【主催】北部地区町会自治会連合会 
◆TOKYO2020 応援プログラム認定イベント 

【内容】八広図書館は、リサイクルブック市他出店します。 

【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 9月 6日（金） 午後 1時 30分から 3時まで 

【場所】4 階図工室 【対象】１９歳以上で陶芸初心者の方 

【定員】1５名 【参加費】１０００円 

【申込み】費用を添えて直接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作陶します。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。 

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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～前ページの続き～ 
催し物 日 程 

ジュニアプログラミング体
験コース～「プログラミン
グ基礎」から「ロボットを
動かす」まで～ 

9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 【対象】3 回のコースに参加できる小学 3 年

生～中学生※小学 1・2 年生は保護者の同伴が必要 

【定員】12 名 ※昨年の参加者は、今回は参加できません。 

【参加費】無料、但しパソコンレンタルご希望の方は 500 円/回の実

費負担となります。 【持ち物】パソコン等 

【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】昨年のご好評にお応えしての第 2 弾。2020 年義務教育で必

修化される「プログラミング」。今回はロボットを動かすところまで

を 3 回のコースで学び体験します。2 回目は 10 月 19 日（土）、3

回目は 11 月 16 日（土）を予定しています。 

みんなでシネマ 
～座布団に座ってみる映画
館～ 

9月 29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「イースターラビットのキャンディ工場」。イースタ

ー島のキャンディの国では､うさぎとヒヨコが世界中の子どもたち

のためにキャンディを作っていた｡うさぎの王子イービーは父の跡

を継ぎイースターラビットになるはずだったが､ミュージシャンに

なる夢をすてきれず…｡2011 年アメリカ作品。 

【梅若橋コミュニティ会館図書室】 
催し物 日 程 

おとなのミニシアター 

「グレン・ミラー物語」 
9月 29日（日） 午後 1時 15分から 

【場所】２階多目的室 【対象】どなたでも 【定員】３０名 

【参加費】無料  

【申込み】９月１日（日）から図書室カウンターまたはお電話にて 

【内容】ジャズを愛し、妻を愛し続けた伝説のミュージシャン、グレ

ン・ミラーの生涯を描いた不朽の名作。１９５４年アメリカ作品。 

【横川コミュニティ会館図書室】 
催し物 日 程 

子育て講座「赤ちゃんのた

めの絵本の読み聞かせとわ

らべうた」 

9月 14日（土） 午前 11時から正午まで 

【場所】4階遊戯室【対象】乳幼児と保護者 【参加費】無料 

【申込み】直接会場へ 【内容】乳幼児への絵本の読み聞かせとわら

べうたについて実演を交えた講座を実施します。 

本の小包み 2019 秋 9月 13日（金）から 9月 27日（金）まで 

【場所】図書室カウンター【対象】小学生以上 【内容】本を小包み

にしました。テーマをみて好きな小包みを借りて下さい。中はお

たのしみ。いつも自分では手に取らないような本との出会いを・・・ 

 

■9 月の特集コーナー  ※9 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 知ろう！伝えよう！！オリンピック・パラリンピック 

 
ティーンズサービス 映画化される小説 

 
児童書 えほん DE あついなつをのりこえよう！ 

 
プロジェクトコーナー 

がん対策アクション＆ピンクリボン in すみだ 

（9 月 2 日（月）から 18 日（水）まで） 

すみだ街歩きフォトコンテスト with 京一旭町会 

（9 月 19 日（木）から 30 日（月）まで） 

緑のカーテンコンテスト 

（9 月 13 日（金）から 30 日（月）まで） 
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～前ページの続き～ 

施設名 場所 テーマ 

緑図書館 一般書 お米 

 
ティーンズサービス いろいろ小麦 

 
児童書 推理（すいり）探偵（たんてい）の本 

 
絵 本 どうぶつ 

立花図書館 
一般書 

おしゃれ！ 

 

スポーツ ! 

ティーンズサービス 今、話題のアレ！！ 

児童書 ちょっとひとやすみ 

 
絵 本 ちゃいろ 

八広図書館 一般書 肝試し本～あなたはこの恐怖に耐えられるか…～ 

 
おすすめ 残暑お見舞い申し上げます 

 

 

ティーンズサービス 冒険へ出よう！ 

児童書 あき 

東駒形コミュニティ 
一般書 

東京下町食べ歩き 

会館図書室 米～おいしくお米をいただきましょう～ 

 ティーンズサービス 星と花―希望と夢を持つ― 

 おはなしのもり 
（3 日まで）ことばであそぼう 

（4 日から）秋といえば…？ 

 
おはなしれっしゃ 

（16 日まで）のりものあつまれ 

（17 日から）ふれあいあそび 

梅若橋コミュニティ 
一般書 

話題沸騰！魅惑のインド 

会館図書室 夏のお疲れ 

 
児童書 秋のおたのしみ 

横川コミュニティ 
一般書 

水菓子、木菓子（15 日まで） 

会館図書室 お彼岸（16 日から） 

 児童書 
じしん、かみなり、かじ、おやじ（15 日まで） 

 
なにみてはねる？（16 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 

9 月 3 日（火）・17 日（火）・10 月 1 日（火） 
各日午前 11 時から 
★9 月 14 日（土）午後 3 時から 

おひざでえほん 
9 月 24 日（火）、10 月 8 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 
9 月 5 日（木）・10 月 3 日（木） 
各日午前 10 時 30 分から 

えほんをよもう 9 月 14 日（土）午後 3 時から 

おはなしのへや 9 月 18 日（水）午後 3 時から 

えいごでえほん 9 月 25 日（水）午前 10 時 30 分から 

立花図書館 
おはなし会 

9 月 14 日（土）・21 日（土）・28 日（土）、 

10 月 5 日（土） 

各日午後 2 時から 

赤ちゃんおはなし会 
9 月 18 日（水） 
午前 11 時から・午後 1 時 30 分から 
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～前ページの続き～ 

会場 催し名 日程 

八広図書館 

おはなしのじかん 

9 月 7 日（土）・14 日（土）・21 日（土）・ 

10 月 5 日（土） 

各日午前 11 時から 

おひざでえほん 9 月 13 日（金）午前 11 時から 

ぷちおはなし会 9 月 18 日（水）午後 3 時 30 分から 

おはなしひろば 9 月 28 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 
9 月 4 日（水）・10 月 2 日（水） 
各日午後 3 時から 

えいごでおはなし会 
9 月 11 日（水）・10 月 9 日（水） 
各日午後 3 時から 

おはなしれっしゃ 9 月 17 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 
9 月 7 日（土）・14 日（土）・21 日（土）・ 

28 日（土）・10 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 
9 月 5 日（木）午前 10 時 30 分から 

横川コミュニティ 

会館図書室 

ひよこちゃんのおはな

し会（乳幼児対象） 
9 月 5 日（木）・10 月 3 日（木） 
各日午前１１時 40 分から 

おはなしのじかん 
9 月 6 日（金）・13 日（金）・20 日（金）・ 
27 日（金）・10 月 4 日（金） 
各日午後３時 45 分から 

 

■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 

 

■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

