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東駒形コミュニティ会館  

柴  田  館  長  

   

   

 

 

 

東駒形コミュニティ会館・図書室が  

１月にリニューアルオープンしました  

 長期間休館していた東駒形コミュニティ会館・図書室が、1 月 4 日にリニューアルオープ

ンしました。  

 

■東駒形コミュニティ会館館長ご挨拶  

昭和５７年開設以来３４年が経過し、

施設設備等の老朽化が進んでいることか

ら、大規模な改修工事を行うため、昨年

５月から約８か月休館させていただきま

した。  

 この間、いつになったら遊びに行ける

の？、 と待ち望む子どもたち等、皆様に

は大変ご不便をおかけしまして誠に申し

訳ありませんでした。  

改修工事も予定通りに終了し、１月か

らリニューアルオープンをすることがで

きました。今まで以上に、快適にご利用いただけることと思います。  

コミュニティ会館職員一同、皆様のご来館を心よりお待ちしており

ます。  

  

■図書室が、さらに快適な空間へ  

①図書室を含め館内の壁面を新塗装し、また、館内すべての照明を

LED 電球に変更し、よりいっそう明るくなりました。  

②２階の閲覧コーナーにあるキャレル席（仕切りのある個人席）６席を新調しました。  

③１階にあった当日の新聞と雑誌の新刊号が、バッ

クナンバーと同じ２階へ移りました。 

④児童図書のコーナーでは、裸足の

スペースの床をコルク仕様に変え、

書架付きの椅子も新調しました。ま

た、長年使用し傷んでいた見出しも、

カラフルに分かりやすく変更しまし

た。  

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.l ibrary.sumida.tokyo. jp）  
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図書室の大嶋チーフ  

  

  

■来館された方々のご意見を、図書室のチーフに伺いました。 

「『開くのを待っていました！』とおっしゃる方がたくさんい

らっしゃいました。『休館している間は他の図書館にも行くの

も大変だったので再開してよかった』等

もありました。カウンターでは、『きれ

いで明るくなったね。』とよく言われま

す。」と嬉しそうに話していました。  

 

 現在、区内図書館等には、視聴覚資料含め約８７万冊が所蔵されて

います。そのうち東駒形コミュニティ会館には、約 7 万 5 千冊があり

ますので、図書室の新たな発見、本との出会いを楽しみに、ぜひ足を

運んでみてください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八広図書館は一時休館中です  

八広図書館は、電気設備の改修工事及び蔵書点検のため一時休館しています。  

休館期間：１月２１日（木）から２月１８日（木）まで  

※休館期間中もブックポストへの返却はできます。（ただし、CD、DVD 等は壊れる場合

がありますので、他の図書館のカウンターへご返却ください。）  

■予約資料の受取について  

八広図書館を受取館に指定していた予約・リクエスト資料は、休館中は原則、ひきふね

図書館で貸出を行うことになります。（受取館の変更方法など、詳しくはお問い合わせくださ

い。）  

■お問い合わせ先  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）2 月  

 

ひきふね図書館地域資料担当からのおすすめ  
書名：殿様と鼠小僧  松浦静山『甲子夜話』の世界  

著者：氏家幹人  出版社：講談社  

平戸藩主・松浦静山の隠居後の住まいは本所下屋敷、江戸時代を代

表する名随筆は現在の墨田区で誕生しました。本書は、静山の生涯と

『甲子夜話』が伝える静山が関わりを持った人物や見聞した事件など

を活写した江戸社会史です。彼が生きた時代と当時の墨田の様子が生

き生きと伝わってくる含蓄深い名著、今に残る地名なども登場し区民

には親しめる一冊です。  

書名：古地図と古写真で訪ねる墨田区・江東区今昔散歩  東京スカイ
ツリーの見える街  

著者：生田誠  出版社：彩流社  

江戸時代の墨田は風光明媚な景観から多くの遊山客が訪れ、文人墨

客にも愛されました。時を経た現在、東京スカイツリーの誕生で、国

内外から新たな注目を浴びる町となっています。話題の観光スポット

と名所旧跡・ゆかりの文学などを、新旧の写真や地図を交えて紹介す

る本書は、お隣の台東区・江東区を含めた街歩きと郷土史研究、双方

の良き指南書です。  
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図書館読み聞かせボランティア等講習会  

 子どもの読書活動の推進をめざし、図書館では、子ども向けのおはなし会を定期的に開

催しています。  

この度、絵本の読み聞かせの基礎や手遊びを学ぶ講習会を実施します。子どもに本の世

界を紹介する活動に、あなたも参加してみませんか。  

[とき ]２月 24 日（水）・25 日（木）午前９時半～11 時半  ＊両日とも同一内容  

[ところ ]ひきふね図書館５階会議室  

[対象 ]講習修了後、読み聞かせボランティアとして、主にひきふね図書館で活動できる方  

[定員 ]各日先着５人  [費用 ]無料   

[申込み ]２月 11 日午前９時から、希望日・氏名・電話番号を  

直接または電話、Ｅメールで、ひきふね図書館℡5655-2350 

・Ｅメール HIKIFUNE@city.sumida.lg.jp へ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 月の特集コーナー   ※2 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  in the library ～舞台は図書館～  

  ﾃｨｰﾝｽﾞｻｰﾋﾞｽ 百人一首  

  児童書  あま～い本  

  ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｺｰﾅｰ 創業応援フェア  

緑図書館  一般書  歌舞伎ゆるりめぐり  

  ﾃｨｰﾝｽﾞｻｰﾋﾞｽ スイーツな贈り物  

  児童書①  あったかーい ! !  

  （５日から）へーんしん ! ! 

  児童書②  じゅうにしのなかまたち  

  （５日から）ふゆいろいろ  

立花図書館  一般書  あなたの知らない〇〇の世界  

  児童書  知っている？カラダのこと  

  えほんのひろば  十二支がでてくる絵本  

八広図書館  一般書①  2015 年図書館に入荷した本たち  

※1/21～2/18 は  一般書②  ○○準備 ! ! 

休館  児童書  ぬいぐるみ  

東駒形ｺﾐｭﾆﾃｨ 1F 一般書  笑いで寒さを吹き飛ばそう！  

会館図書室  2F 一般書  武道・格闘技小説  

 おはなしのもり  みんなであそぼう！ -伝承あそび - 

 
 

（6 日から）おかしで世界りょこう  

 おはなしれっしゃ  ぽかぽかになろう  

  
 

（16 日から）ともだちになろうよ  

梅若橋ｺﾐｭﾆﾃｨ 一般書①  気になるタイトル   

会館図書室  一般書②  ゆっくりダイエット・トレーニング   

  児童書  なに、たべる？   

横川ｺﾐｭﾆﾃｨ 一般書  時代小説の巨匠たち  

会館図書室    （16 日から）雪国の手仕事のぬくもり  

  児童書  オニさん、しゅうごう！  

 
  （16 日から）とうみんしているいきものたち  

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）2 月  
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■シャーロック・ホームズの楽しみ方  その２  

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）２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）２月  

墨田区ひきふね図書館パートナーズからのお知らせ  

■まちライブラリー貸出日＆まちぐるみ読書会  
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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）２月  

墨田区ひきふね図書館パートナーズからのお知らせ  

■英語脳をつくる！  英語で読書会  
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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）２月  

墨田区ひきふね図書館パートナーズからのお知らせ  

■「声部  in ひきふね図書館」報告  
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■２月１日～３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・立花・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  

※八広図書館は、１月 21 日 (木 )から２月 18 日 (木 )まで一時休館しています。（2 ページを参照） 

 

■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  

 

■場所・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・問合せ先  催し名  日程  

ひきふね図書館  

＊ひきふね図書館パートナーズ

による企画は、４ページ～７ペ

ージを参照  

おはなしのじかん  ２月２日（火）・16 日（火）、３

月１日（火）午前 10 時半～  

おひざでえほん  ２月 23 日（火）▼午前 10 時～  

▼午前 11 時～  

図書館読み聞かせボラン

ティア等講習会  

3 ページを参照  

緑図書館  小さい子どものためのお

はなし会  

２月４日（木）、３月３日（木）

午前 10 時半～  

おはなしのへや  ２月 17 日（水）午後３時 15 分

～  

立花図書館  おはなし会  ２月６日～３月５日の毎週土曜

日午後２時～  

赤ちゃんおはなし会  ２月 17 日（水）午前 11 時～  

八広図書館  

＊２月 18 日まで休館  

おはなしとあそびのじか

ん  

２月 20 日（土）、３月５日（土）

午前 10 時半～  

おはなしひろば  ２月 27 日（土）午前 10 時半～  

東駒形コミュニティ会館図書室  おはなしのもり  ２月６日（土）、３月５日（土）

午後３時～  

おはなしれっしゃ  ２月 16 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  ２月６日～３月５日の毎週土曜

日午後３時～  

横川コミュニティ会館図書室  おはなしのじかん   ２月５日～３月４日の毎週金曜

日午後３時 45 分～  

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）２月  


