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 図書館では、子どもの読書活動の推進や図書館利用

の促進をめざし、お子さんの夏休みに合わせた「夏の

おたのしみ会」等を開催します。おはなし会（今号１

ページ）や工作会（今号２ページ）など、楽しみなが

ら本に親しめる企画が満載です。暑い季節は、ぜひ、

家族みんなで涼しい図書館へお越しください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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）  

暑い季節は、家族みんなで涼しい図書館へ  

子ども向け「夏のおたのしみ会」 

＊いずれも費用は無料で申込みは不要です。  

＊「夏のおたのしみ会」関連以外のおはなし会については、８ページをご覧ください。  

◆夏のおたのしみ会  

とき：７月 18 日（土）

午後２時～３時  

内容：人形劇、パネルシ

アター、絵本の読み聞か

せなど  

対象：小学生以下の子ど

もとその保護者  

定員：先着 40 人  ＊午後

１時半から整理券を配布  

ひきふね図書館  

◆夏のおたのしみ会  

とき：８月 19 日（水）

午後２時～２時 45 分  

内容：ちょっとこわいお

はなし会、ミニ工作会  

対象：小学生以下の子ど

もとその保護者  

定員：先着 40 人  

緑図書館  

◆夏のおたのしみ会  

とき：７月 24 日（金）

午後２時～３時  

内容：人形劇「三びきの

やぎのがらがらどん」、お

話、歌など  

対象：小学生以下の子ど

もとその保護者  

定員：先着 100 人  

八広図書館  

◆夏のお話し会  

とき：８月８日（土）午

後２時～  

内容：手遊び、絵本の読

み聞かせなど  

対象：小学生以下の子ど

もとその保護者  

定員：先着 30 人  

立花図書館  

◆夏のおはなし＆工作会  

とき：７月 18 日（土）

午後３時～４時  

内容：クイズ、絵本の読

み聞かせ、簡単な工作会

など  

対象：小学生以下の子ど

もとその保護者  

定員：先着 40 人  

梅若橋ｺﾐｭﾆﾃｨ会館  

◆夏のおたのしみ会  

とき：８月 22 日（土）

午後３時～４時  

内容：お話、手遊びなど  

対象：小学生以下の子ど

もとその保護者  

横川ｺﾐｭﾆﾃｨ会館  
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 点字を学んで、指で読める 絵本を作ろう！  
  “点字って、なんだろう？”  

   点字は、6 個の点の組み合わせでできている、つぶ  

つぶした文字のことです。自分自身も目が不自由だっ  

たフランス人、ルイ・ブライユが考え出し、今では  

世界中の多くの国々で使われています。  

   

さあ、みんなでチャレンジしよう 

   日時：７月２６日（日）１０時～１２時  

    場所：こどもとしょしつ 

    対象：小学４年生以上  （無料）  定員：10 名  

    申込み：カウンターの受付簿に名前を書いてください 

    問合せ：ひきふね図書館  

 

 
小林清親  没後１００年  ―墨田がはぐくんだ天才絵師の画業―  

「最後の浮世絵師」としても知られる小林清親（1847～1915）は、現在の墨田区横網に幕臣の子と

して生まれ、時代が明治へ変わった後、光と影を巧妙に表現した独特の「光線画」で移りゆく都市の景

観を詩情豊かに描き、人気を博しました。墨田がはぐくんだ偉大な絵師の画業を通じて、清親が生きた

時代と往年の墨田を肌で感じて下さい。  

講師： 赤木  美智  氏                  ★同館４階情報サービスコーナーにて、本講座  

日時： ８月２日（日） 午後２時～４時           に関連したミニ資料展を同時開催中  

場所： ひきふね図書館  ５階会議室   

定員： 先着５０名（事前申込み） 入場無料  

申込先： ℡０３-５６５５-２３５０  ひきふね図書館で受付中  
 

◆夏やすみ子どもクイズ  

とき：７月 17 日（金）～８

月 31 日（月）  

内容：図書館の本を読んでク

イズに答えると、景品を贈呈  

対象：幼児、小学生  

◆夏の大工作会（万華鏡作り）  

とき：８月８日（土）午後２時～３時  

対象：幼児、小学生  

定員：先着 40 名  

申込み：７月１日午前９時から、直接

八広図書館へ  

墨田区立図書館・コミュニティ会館図書室ニュース                平成 27 年（2015 年）７月  

◆工作会（さんかくダルマ作り）  

とき：７月 25 日（土）▼午前 10

時～  ▼午後２時～   

対象：小学生以下の子ども  

定員：先着各 20 人  

申込み：事前に直接または電話で

立花図書館℡3618-2620 へ  

立花図書館  

◆スタンプラリー  

とき：７月 21 日（火）～８月 31 日（月） 

＊７月７日からスタンプ用紙を配布  

内容：貸出の際にスタンプを１つ押し

（1 日１回）、スタンプの数によって景

品を贈呈  

対象：小・中学生  

横川コミュニティ会館  

八広図書館  

◆夏やすみ子どもクイズ  

とき：７月 17 日（金）～８

月 31 日（月）  

内容：図書館の本を読んでク

イズに答えると、景品を贈呈  

対象：幼児、小学生  

◆夏の大工作会（万華鏡作り）  

とき：８月８日（土）午後２時～３時  

対象：幼児、小学生  

定員：先着 40 名  

申込み：７月１日午前９時から、直接

八広図書館へ  

 

   

私たちのまわりにも、よく  

見るといろいろな場所に点字

があるよ。どこにどんな点字が

あるか探してみよう！          
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ひきふね図書館・地域資料担当からのおすすめ  

今月は、 8 月に開催されるすみだ文化講座にちなんで、今年刊行された小林清親の新  

書籍、及び清親が関わったとされる人物に関する書籍の中から、 4 冊をご紹介します。  

書名 :                     書名 :  

小林清親 -“光線画”に描             小林清親 -文明開化の  

かれた郷愁の東京                   光と影をみつめて  

ISBN:9784582922295               ISBN:9784861524806                 

出版社：平凡社                              出版社 :青幻舎  

監修：吉田洋子                  編集 : 練馬区立美術館  

出版年月： 2015.6                   ，静岡市美術館  

出版年月 :2015.2  

    

         書名：                      書名 :  

          河鍋暁斎絵日記 -江戸っ子                下岡蓮杖 -日本写真の  

絵師の活写生活                   開拓者  

    ISBN:9784582634808              ISBN:9784336057822 

         出版社：平凡社                 出版社：国書刊行会  

         編集：河鍋暁斎記念美術館             監修：東京都写真美術館                       

         出版年月： 2013.7               出版年月： 2014.3 

 

 

墨田区立図書館・コミュニティ会館図書室ニュース                平成 27 年（2015 年）７月  

５月の特集コーナー  ７月の特集コーナー  

施設名                 テ  ―  マ  

ひきふね図書館    一般書：すみだと食育  

          ティーンズサービス：「声部  in ひきふね図書館“あの名作を聞く  

！ ”」名作総選挙！   

          児童書：のりもの  

プロジェクトコーナー：環境月間に関する展示  

緑図書館       一般書：動物 !? 小説  

                    ティーンズサービス：空と海の神秘   

          児童書：おそらをみると  

立花図書館      一般書：古き良き明治時代   

          児童書：自由研究  

えほんのひろば：アニメになったお話   

八広図書館      一般書：▼おそうじ＆おでかけ  ▼おいしそうな本  

          児童書：しょくぶつをそだてる  

梅若橋コミュニティ  一般書：▼本の楽しみ～装丁  ▼ドライブ  

会館図書室      児童書：課題図書  

横川コミュニティ   一般書：▼文月はお手紙の月  ▼花火大会へ行こう  

会館図書室      児童書：▼ささのは、さらさら  ▼なにしてすごす? なつやすみ  
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■名作発見！  声部 in ひきふね図書館  あの名作を聞く！   

 

墨田区立図書館・コミュニティ会館図書室ニュース                平成 27 年（2015 年）７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 27 年（2015 年）７月  

墨田区ひきふね図書館パートナーズからのお知らせ  

■ぬいぐるみおとまり会  
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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 27 年（2015 年）７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＆ミニセミナー  
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■まちライブラリー×まちぐるみ読書会  活動報告  

墨田区立図書館・コミュニティ会館図書室ニュース                平成 27 年（2015 年）７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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■７月１日～８月 10 日に開催する催し  

＊「夏のおたのしみ会」関連のおはなし会については、１ページをご覧ください。  

 

■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  

緑図書館・立花図書館・八広図

書館  

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  

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  

＊東駒形コミュニティ会館図書室は、施設の改修工事のため、平成 28 年１月４日（月）まで休

館しています。休館期間中は、ブックポストも使えません。休館期間中のお問い合わせは、ひ

きふね図書館℡5655-2350 へお願いします。  

 

■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  

会場・問合せ先  催し名  日程  

ひきふね図書館  

（京島 1-36-5）  

℡5655-2350 

＊ひきふね図書館パートナーズ

による企画は、５ページ～７ペ

ージを参照  

英語を楽しもう♪  ７月１日（水）・８日（水）午前 10 時

半～  

おはなしのじかん  ▼７月７日（火）・21 日（火）、８月

４日（火）午前 10 時半～  ▼７月 11

日（土）午後３時～  

おひざでえほん  ７月 28 日（火）▼午前 10 時～  ▼午

前 11 時～  

子供のための点字講

習会  

2 ページを参照  

緑図書館（緑 2-24-5）  

℡3631-4621 

小さい子どものため

のおはなし会  

７月２日（木）、８月６日（木）午前

10 時半～  

おはなしのへや  ７月 15 日（水）午後３時 15 分～  

立花図書館（立花 6-8-1-101） 

℡3618-2620 

おはなし会  ７月４日～８月８日の土曜日午後２時

～  ＊７月 25 日を除く  

赤ちゃんおはなし会  ７月 15 日（水）午前 11 時～  

八広図書館  

（八広 5-10-1-104）  

℡3616-0846 

おはなしとあそびの

じかん  

７月４日～８月８日の毎週土曜日午前

10 時半～  

おひざでえほん  ７月 10 日（金）午前 11 時～  

プチおはなし会  ７月 21 日（火）午後３時～  

おはなしひろば  ７月 25 日（土）午前 10 時半～  

梅若橋コミュニティ会館図書室  

（堤通 2-9-1）℡3616-1101 

おはなし会  ７月４日～８月８日の土曜日午後３時

～  ＊７月 18 日を除く  

横川コミュニティ会館図書室  

（横川 5-9-1）℡5608-4500 

おはなしのじかん  ７月３日～８月７日の毎週金曜日午後

３時 45 分～  

東駒形コミュニティ会館図書室  ＊休館中：平成 28 年１月４日（月）まで  

すみだ女性センター  

（押上 2-12-7-111）℡5608-1771 

墨田区立図書館・コミュニティ会館図書室ニュース                平成 27 年（2015 年）７月  


