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施設の大規模改修工事のため、緑図書館と立花図書館が 9月 1日（木）から、八広図

書館が 11月 1日（火）から休館します。今回の改修工事では、館内全照明のＬＥＤ化

やトイレの全面改修、壁や床などの内装工事を中心に、冷水器等の老朽化した備品の取

り替えも行います。図書館をご利用の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解と

ご協力をお願いいたします。 

◎図書館の「ブックポスト」は、休館中もご利用いただけます。なお、立花図書館と八広

図書館は、工事期間中、移動型のブックポストをご利用ください。 

◎改修工事の最新情報につきましては、墨田区立図書館のホームページにて随時更新して

おりますので、ご確認ください。 

■緑図書館 

 ・休 館 期 間 9月 1日（木）から 9日（金）まで 

 ・業務縮小期間 9月 10日（土）から 11月 30日（水）まで 

 ・休 館 期 間 12月 1日（木）から平成 29年 1月 4日（水）まで 

 ※業務縮小期間中は、入口に設置する仮設カウンターで「予約資料」の貸出、返却ができ

ます。なお、この期間中は館内には入れません。 

[その他の工事]玄関自動扉全体交換、閲覧机・椅子の取り替え（３階学習室）、点字ブロッ

ク張り替え、南側駐輪場拡幅、外壁タイル補修等 

■立花図書館 

 ・休 館 期 間 9月 1日（木）から 11月 30日（水）まで 

[その他の工事]玄関自動扉開閉装置交換、閲覧席スペース増設、ブラインド取り替え、閲

覧机・椅子の取り替え（一般書コーナー）、館内通路のドア新設等 

■八広図書館 

 ・休 館 期 間 11月 1日（火）から平成 29年 1月 31日（火）まで 

[その他の工事]玄関自動扉開閉装置交換、閲覧席スペース増設、授乳室新設、ロールカー

テン取り替え、閲覧机・椅子の取り替え（図書室）等 

 

 

 

 

 

 

 

緑図書館           立花図書館          八広図書館 

図書館電話案内サービス℡３６１２－６０４８ 

墨田区立図書館のホームページ（http://www.library.sumida.tokyo.jp） 

●墨田区立図書館休館のお知らせ● 

 

http://www.library.sumida.tokyo.jp
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世界のバリアフリー絵本展 
 

身体や言語の分野など、図書館利用に障害のあるお子さんが 

自主的に読書活動を行えるよう工夫された絵本等の展示を実施します。 

★ 

展示期間：９月 23日（金）～10月６日（木） 

展示会場：ひきふね図書館（京島 1-36-5） 

２階こどもとしょしつ 多目的ルーム 

入場料：無料  申込み：期間中、直接会場へ 

問合せ：ひきふね図書館℡5655-2350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

墨田区立図書館・コミュニティ会館図書室ニュース              平成 2８年（2016年）9月 

         ◆「就職活動の本棚」を新設しました◆ 

 

ひきふね図書館３階にある“ビジネス図書コーナー”内に「就職活動の 

本棚」を新設しました。この書架には、新卒者向けの定番本・人気本を中 

心に、就職活動を支援する本を集めています。今から就職活動を始める方 

など関係する方々には、ぜひ、この機会にこの書架をご利用いただき、就 

職活動の一助となれば幸いです。 

 

       東駒形コミュニティ会館図書室小学生向けイベント 

      あの海賊は正義のヒーロー？ 
     みんなが知ってるあのマンガの海賊は、 

正義のヒーロー？  それとも悪者？  

みんなで考えながら楽しく話し合ってみようよ！ 

[日時]9月 10日（土）午後 1時半～ 

[場所]東駒形コミュニティ会館（地域集会室） 

[対象]小学 1年生～6年生 ＊保護者の方は見学ができます 

[定員]先着 36名 

[申込み]9月 9日（金）までに直接東駒形コミュニティ会館図書室カウンターへ  
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■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 がん対策アクション＆ピンクリボン iｎすみだ 2016 

ティーンズサービス 子ども図書館員（ライブラリアン）がおすすめする本 

児童書 くまの本 

プロジェクトコーナー 緑のカーテンコンテスト 2016 

八広図書館 一般書 ひとり○○ 

おすすめ 猫物語 

児童書 おつきさまってどんなかたち？ 

展示 あなたの“にゃー”自慢してください！ 

東駒形コミュニティ 
会館図書室 

一般書① made in わたし 

一般書② 昭和を駆け抜けたモノ 

おはなしのもり 
（２日まで）こわいほん すき? 
（3日から）は～い！つきよ 

おはなしれっしゃ 
（19日まで）どうぶつ だいすき！ 
（20日から）もぐもぐ ごっくん 

梅若橋コミュニティ 

会館図書室 

一般書① マッサージ 

一般書② 
（18日まで）オリンピック 
（19日から）芸術にふれる 

児童書 かわいい本 

横川コミュニティ 
会館図書室 

一般書 
（15日まで）100歳、万歳！ 
（16日から）月見で一杯 

児童書 
（15日まで）うたいましょう♪おどりましょう♪ 
（16日から）きょうりゅう、あらわる 

 

墨田区立図書館・コミュニティ会館図書室ニュース              平成 2８年（2016年）9月 

ひきふね図書館地域資料担当からのおすすめ 

書名：新訂 江戸名所図会６ 

校訂：市古夏生・鈴木健一  出版社：筑摩書房 

江戸後期に神田の町名主・斎藤家が三代に渡って編集した

地誌「江戸名所図会」は、長谷川雪旦の優れた挿絵もあり、

当時の人々に親しまれ大ベストセラーとなりました。ちくま

学芸文庫新訂版第６巻には、現在の墨田区および周辺地域を

収録、区民には親しみのある地名や旧跡が多数網羅されてい

ます。郷土史の勉強にも最適の好著です。 

開国直後、現在の区内緑一丁目で田安徳川家付家老の長男として

生まれた平岡凞は、１０代で渡米して機関車機械類製造技術を修得、

帰国後は工部省鉄道局勤務を経て我が国初の個人経営による車両製

造工場「平岡製工所」を設立、通称「平岡工場」は後に錦糸堀に移

転し東京屈指の大工場となりました。また、アメリカよりベースボ

ールを輸入し本邦初のクラブチームを設立、平岡は「野球殿堂入り

第１号」でもあります。激動の時代の豪快な生涯をえがいた本書は

読み応え充分、近代史や鉄道・野球・その他平岡が親しんだ趣味に

興味のあるすべての方にお薦めしたい一冊です。 

書名：ベースボールと陸蒸気－日本で初めてカーブを投げた男・平岡凞－ 

著者：鈴木康允・酒井堅次  出版社：小学館 
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■ぬいぐるみおとまり会 

墨田区立図書館・コミュニティ会館図書室ニュース            平成２８年（２０１６年）9月 

墨田区ひきふね図書館パートナーズからのお知らせ 
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■まちライブラリー×ミニセミナー 

墨田区立図書館・コミュニティ会館図書室ニュース            平成２８年（２０１６年）9月 

墨田区ひきふね図書館パートナーズからのお知らせ 
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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              平成２８年（２０１６年）9月 

墨田区ひきふね図書館パートナーズからのお知らせ 

■最新ビジネス書展示コーナー  



７ 

 

 

 

 

  

墨田区立図書館・コミュニティ会館図書室ニュース               平成２８年（２０１６年）9月 

墨田区ひきふね図書館パートナーズからのお知らせ 

■ライブラリー・ファシリテーター養成講座（報告）  
 



８ 

 

■9月１日～10月 10日に開催する催し 

■開館時間 

施設 曜日 開館時間 

ひきふね図書館 月～土曜日 午前 9時～午後 9時 

＊こどもとしょしつは午後 6時まで 

日曜日・祝日 午前 9時～午後 5時 

緑・八広図書館、すみだ女性セ

ンター情報資料コーナー 

火～土曜日 午前 9時～午後 8時 

日曜日・月曜日・祝日 午前 9時～午後 5時 

東駒形・梅若橋・横川コミュニ

ティ会館図書室 

月～土曜日 午前 9時～午後 8時 

日曜日・祝日 午前 9時～午後 5時 

■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 

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 

 

会場 催し名 日程 

ひきふね図書館 
＊墨田区ひきふね図  
書館パートナーズに
よる企画は、４～７
ページを参照 

おはなしのじかん 
▼9月 6日（火）・20日（火）、10月 4日（火） 

午前 10時半～ ▼９月 10日（土）午後３時～ 

おひざでえほん 9月 27日（火）▼午前 10時～▼午前 11時～ 

八広図書館 

おはなしとあそびのじか 

ん 

9月 3日～10月 8日の毎週土曜日午前 11時～ 

＊9月 24日を除く  

おひざでえほん 9月 9日（金）午前 11時～ 

プチおはなし会 9月 21日（水）午後３時半～ 

おはなしひろば 9月 24日（土）午前 11時～ 

東駒形コミュニティ

会館図書室 

おはなしのもり 9月 3日（土）、10月１日（土）午後３時～ 

えいごでおはなし会 9月 14日（水）午後３時～ 

おはなしれっしゃ 9月 20日（火）午前 10時半～ 

梅若橋コミュニティ

会館図書室 

 

おはなし会 9月 3日～10月 8日の毎週土曜日午後３時～ 

あかちゃんおはなし会 

（乳幼児事業・ひよこち 

ゃんあそぼにて） 

9月 8日（木）・29日（木）、10月 6日（木） 

午前 10時半～ 

横川コミュニティ 

会館図書室 

おはなしのじかん  
9月 2日～10月 7日の毎週金曜日午後３時 45 

分～  

子育て支援事業「赤ちゃ 
んのための絵本の読み聞 
かせとわらべうた」 

9月 24日（土）午前 11時～ 

緑図書館 
9月 1日（木）～平成 29年 1月 4日（水）の期間は、施設の改修工事で

業務縮小及び休館中のため、児童行事を休止します 

立花図書館 
9月 1日（木）～11月 30日（水）の期間は、施設の改修工事で休館中の

ため、児童行事を休止します 

墨田区立図書館・コミュニティ会館図書室ニュース              平成 2８年（2016年）9月 


