あずま図書館長

村田

里美

新年明けましておめでとうございます。
今年の４月１日に、京成曳舟駅前に寺島図書館とあずま図書館
を統合した「墨田区立ひきふね図書館」が開館します。
これにより、寺島図書館及びあずま図書館は閉館します。これま
で長きにわたり、両図書館をご利用いただきありがとうございま
した。
ところで、今年の干支の「巳」には、草木の生長が極限に達し
て次の生命が作られ始める時期という解釈があります。まさし
く、寺島・あずま図書館のサービスを継承しつつ、統合後のひき
ふね図書館を中心に、新しい図書館サービスという命が鼓動し始
めるということになります。
今年は、お住まいのお近くの図書館・図書室の利用はもちろん、
ひきふね図書館にも足をお運びいただければ幸いです。
最後に、皆様のご健勝を心よりお祈り申し上げます。

「墨田区立ひきふね図書館」に決定！
墨田区立あずま図書館と墨田区立寺島図書館を統合して新たに開館する図書館
の名称が「墨田区立ひきふね図書館」に決まりました。
由緒ある曳舟の地名を冠し、また小さなお子さんにも親しみを持ってもらえるよ
う、ひらがな表記にしました。
ひきふね図書館は、今年４月に開館します。ご期待ください。

あずま図書館は、平成２５年４月に寺島図書館と統合し、ひきふね図書館
として開館いたします。
５０年間の年表と、昭和３７年の開館、昭和６１年のリニューアルオープ
ンの頃のすみだの様子をパネル写真で展示しています。ご覧ください。

あずま図書館と寺島図書館の統合移転に伴い、２月１日（金曜日）からあずま図書館の移転準備作業が始
まります。作業期間中は、受付時間とサービス内容を変更し、予約本の貸出返却の受付のみを行います。皆
様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

【業務縮小期間】
平成２５年２月１日（金）〜３月２０日（水）
※ 平成２５年３月２１日（木）〜３１日（日）はシステム更新・特別整理期間のため休館します。

【業務縮小時の受付時間】
・火曜日〜土曜日・・・・・午後２時から８時まで
・日曜日・月曜日・祝日・・午後２時から５時まで

【サービス内容】
・予約資料のみの貸出し（予約の受け付けは、区内に所蔵があるものに限ります。
）
・本・視聴覚資料（カセット・ビデオ・ＣＤ・ＤＶＤなど）の返却
※ 寺島図書館は１月５日（土）から業務を縮小して受付を行っています。
※ 区内の他の図書館・図書室は通常通りの開館・サービスを実施しています。
※ 平成２５年３月２１日（木）〜３０日（土）はシステム更新・特別整理期間のため全館休館します。

著者

予約数
三浦しをん著

31２
東野圭吾著

274
宮部みゆき著

260
禁断の魔術

東野圭吾著

257
5

６４

横山秀夫著

257
6

ナミヤ雑貨店の奇蹟

東野圭吾著

243
7

ソロモンの偽証 第 2 部

宮部みゆき著

204
8

空飛ぶ広報室

有川浩著

192
9

白ゆき姫殺人事件

湊かなえ著

164
宮部みゆき著

154
ソロモンの偽証 第３部
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書名
順位

1

舟を編む
2

虚像の道化師
3

ソロモンの偽証 第１部
4

寄贈のお願い
予約が集中している資料については、複数冊購入していますが、早期の提供ができない状況です。
上記の予約多数図書で、読み終えてご家庭でお持ちのものがありましたら、図書館への寄贈をご検
討下さい。ご寄贈いただける場合は、お手数ですが、図書館・コミュニティ会館にお越しの際にお
持ち下さい。お持ちいただいた本は、図書館の資料として活用させていただきます。

﹁いいこってどんなこ？﹂

３２０６１９１２

ジーン・モデシット文 ロビン・スポワート絵
もきかずこ訳

資料

図 書 館 の ポス タ ー で︑﹁ ブ ック ス タ ー
ト﹂という言葉を初めて知りました︒赤
ちゃんと保護者に絵本をひらく楽しい体
験をしてもらい︑
﹁お誕生おめでとう︑地
域の人も子育てを応援していますよ﹂な
ど暖かいメッセージと共に絵本を手渡す
活動だそうです︒食べ物から体が栄養を
摂るように︑絵本は赤ちゃんの心のミル
ク︑そして絵本は大人にも素晴らしいも
のをプレゼントしてくれるのではないで
しょうか？たとえば︑
﹁がんばってもがん
ばってもダメな私﹂という落とし穴には
まってしまうとき︑私はこの絵本に出会
いました︒
﹁いいこってどんなこ？﹂
︵ジーンモデ
シット作︶︒うさぎのバニー坊やは︑おか
あ さ ん に 尋 ね ま す ︒﹁ つ よ い こ が い い
こ？﹂
﹁バカなこはきらいだよね？﹂おか
あさんも坊やの問いにひとつひとつ一生
懸命答えていきます︒そして︑坊やはと
うとう最期にこう尋ねます︒
﹁じゃあ︑お

ID

かあさんはぼくがどんなこだったらいち
ばんうれしい？﹂
さて︑おかあさんは何て答えるでしょ
うか？その答えが優しくて暖かくてとっ
ても素敵で読んでいる私もうれしくなっ
てしまいました︒まだ読んでいない方は︑
おかあさんがどう答えたか︑ちょっと想
像してみてください︒まるで︑赤ちゃん
がミルクを飲むように︑この答えを自分
の中にごっくんと飲み込むことができた
ら︑私達は生きることが少し楽になるの
かな？
絵本は︑大人になるにつれ足が遠のい
てしまう世界かもしれません︒でも図書
館には︑素晴らしい絵本がたくさん揃っ
ています︒図書館員の方もいろいろ紹介
してくれます︒お話し会や読み聞かせの
会も毎月開かれています︒悲しいとき︑
心が落ち込むとき︑心にポッと灯りをと
もすような︑
﹁がんばろう！﹂という気持
ちを再び甦らせてくれるような︑図書館
にはそんな本がどっさりあって︑ページ
が開かれるのを待ってくれています︒
︵プロジェクトリーダー ポンちゃん︶

館名

今月の特集コーナー
一般書：「食育」

あずま図書館

ティーンズサービス〔Ｔ.Ｓ〕：「終わりは始まり」
児童書：「えととおしょうがつの本」 窓ぎわ：「あったかいね」
一般書：「和のこころ」

緑図書館

ティーンズサービス〔Ｔ.Ｓ〕：「あさきゆめみしー古典力ー」
児童書：「ふゆのあしおと」

寺島図書館

今月は特集を行いません
一般書：「ヒーロー・ヒロイン」

立花図書館

児童書：「あまーいお話し」
えほんのひろば：「十二支のどうぶつあつまれ！」

八広図書館
東駒形コミュニティ
会館図書室
梅若橋コミュニティ
会館図書室
横川コミュニティ
会館図書室

一般書：「読み終わるのが惜しい本」
「世界をみる」
児童書：「お正月・へび」
一般書：「受賞作への足跡」
児童書：「お正月だよ・・・みんな集合！」「おいしいものいっぱい！！」
一般書：「寒い日には・・・」
児童書：「じゅうにしのどうぶつ」
一般特集１：「作家の本棚」
一般特集２：「脱皮のための本」
児童特集：「鬼と神様」
「愛〜心温まる本〜」

一般特集コーナー
【ヒーロー・ヒロイン】

児童特集コーナー
【あま〜いお話し】

絵本特集コーナー
【十二支のどうぶつあつまれ】

ヒーロー・ヒロインと言うと

「あま〜い」と言うとお菓子やデザート、

十二支は全部いえますか？自分の干

あなたは誰を思い出しますか？

果物がありますが他に「恋愛」も入れて

支は知っていますか？今年の干支は

子ど も の頃 に見 た 特撮 の ヒー ロ

みました。

何月まで覚えていられますか？

ー？それとも少女マンガのヒロイ

お菓子を持って大冒険？それとも、ちょ

定番の十二支のお話しから十二支の

ンでしょうか？

っと大人っぽく恋愛とミステリーをまぜ

動物がそれぞれ主人公のお話しを集

紹介している本の中から懐かしの

てみましょうか？

めてみました。干支の動物が出てく

ヒーロー・ヒロイン、または新た

お好みの「あま〜い」がぜひ見つけられ

なるヒーロー・ヒロインに出会え
ればと思います。

ますよう、いろいろ取り揃えてお待ちし
ています。

る絵本を家族やともだちと読んでみ
るのはいかがでしょう。

☆ 他にも「賞をとった本」
「今なら読める。ちょっと前話題だった本」略して「今ヨメ」コーナーもあるよ！
☆ このコーナーは立花図書館のジャックでお送りしました。上記の特集にズキューンときたら来館を！

けです︒しかし︑そこで﹁あけましておめでとう﹂

が始まりますと︑やがて年が改まって新年というわ

除夜の鐘がゴーンとなり︑ＮＨＫの﹁行く年来る年﹂

正月というと︑あらたまった気持ちがいたします︒

あけましておめでとうございます︒

青竹を切って立てたもので︑江戸の評判だったよう

本所の津軽候の上屋敷の御門飾りは︑丸々と太った

交代で七日間座らせたというのも珍しいのですが︑

屋敷では松飾りはせず︑門の左右に裃を着けた侍を

てきたといいます︒出羽久保田の城主佐竹候の江戸

いう気がします︒旗本なら知行地の農民が松を持っ

門松は二十八日頃に立てたそうです︒今より早いと

部の旧町名二葉町も松つながりだったでしょうか︒

だものが多いと申しましたが︑してみると亀沢の一

大きく元気に育つという意味合いもあったとのこと

ました︒どちらの遊びも空を仰ぎますから︑子供が

根を突くカーンという気持ちの良い音が聞こえてき

を切ってぶんぶんうなる音や︑女の子が羽子板で羽

ほどだったようです︒元旦の正午近くには︑凧が風

路に通う人も少なく︑こんなに広かったかなと思う

けだったということです︒元旦は掃き清められた道

の頃は︑商っている店と言えば凧を売っている店だ

開いていて︑日常とそう変わらないのですが︑江戸

今時は︑もう元旦にはスーパーマーケットが店を

箸で白紙に包んで紅白の水引で結んだそうです︒

いないんですから︒

とは言いにくい︒年は改まっても︑まだ夜は明けて

です︒武家の主は未明の内から裃の仕度をして︑神

です︒さて︑屠蘇気分でだらだら述べておりました

家族の大笑いになったということです︒箸は太い柳

江戸の一日は日の出から始まりますから︑新たな

仏︑恵方を拝し︑両親に年頭の挨拶をしてから︑デ

ら紙面もそろそろ仕舞いです︒皆様は元旦をどのよ

ははずせません︒昨年︑本所の旧町名は松にちなん

一年は初日の出とともにはじまります︒この方がわ

ーンと席について︑家族屠蘇の盃で祝い︑召使らの

が十二まであります︒松は縁起がよいとされ︑松飾

かりやすい︒ですから︑一般に︑夜明けまでは︑家

うに迎えられたことでしょう︒どうか︑今年一年よ

︵東洋文庫

巻第

︶平凡社

・
﹃絵本江戸風俗往来﹄

号﹄

宮尾しげを著︵千葉出版︶

・
﹃江戸庶民の風俗誌﹄

﹁江戸の童謡﹂

所収﹁八丁堀のお正月﹂

︵弘文館︶

・
﹃江戸時代文化第

︵真津志麻記︶

い年でありますよう︒
さて︑初日の出を拝む習わしは今でもありますが︑

出かける︒と︑まあ忙しいのであります︒
江戸の頃なら本所の人々は︑江戸一番の朝日の名所︑

挨拶を受けて︑雑煮を食すと︑主君に年頭の挨拶に

持つと縁起が悪いとされます︒下僕や出入りの職人

の内外の掃除をしています︒なにしろ︑元旦は塵一

たちは︑高張り提灯をあちこちに立て手に手に弓張

深川洲崎の土手まで行って拝んだことでしょう︒長

初日が昇り︑年が明けたら︑若水汲みです︒つま

2

︻参考︼

つ落ちていてはいけません︒しかも︑三箇日は箒を

り提灯を持って奔走して賑やかなものだったといい

屋の面々だって︑木綿だろうが新調のパリッとした

り︑今年一番に汲んだ水です︒それでお雑煮をこし

1

ます︒
たいてい寝ません︒大晦日に眠ると︑歳の神様が怒

のを着込んで︑今年の幸いを願ったことと思います︒

って︑元旦からおぢいさん︑おばあさんにされてし

らえるのです︒今なら水道初ひねりで汲んだ水とい

紅白歌合戦はありませんが︑江戸のこどもたちは

まうという言い伝えがあったそうです︒だいたい︑

うことです︒雑煮は餅に添えて︑小松菜︑大根︑里
二日目︑三日目と増やしていくのが習わしで︑元旦

こどもは正月が来るのが嬉しくて寝られなかったの
江戸の羽根突きの数え歌に﹁一ツとやア一夜明け

にたくさん食べてしまうと︑後の二日はもっと食べ

芋が一般的でした︒餅は︑元旦に食べたときより︑

れば賑やかで︑お飾り立てたり松飾り︒二ツとやア

なくてはならなくなり︑三日目は食べるのに閉口し

５０

でしょう︒

二葉の松は色良うで︑三蓋松は上総山ア﹂というの

「本所の景勝」幕末の津軽候屋敷前の正月風景

日

月

火

水

元日

6

木

1

2

3

4

年末年始

年末年始

年末年始

全館休館

全館休館

全館休館

全館休館

7

成人の日

土

年末年始

8

9
八 「 お ひ ざで え ほ
ん」11：00〜
♪緑「こうさく会」
15：15〜

13

金

14

15

16

東「おはなしれっし
ゃ」10：30〜

緑 「 お は なし の へ
や」15：15〜

10

11

12

緑「小さい子どもの
ためのおはなし
会」10：30〜

横「おはなしのじか
ん」15：45〜

八「おはなしとあそ
びのじかん」
10：30〜
あ「あそびとおはな
し会」11：00〜
立「おはなし会」
14：00〜
梅「おはなし会」
15：00〜

17
館内整理日

18

19

横「おはなしのじか
ん」15：45〜

八「おはなしとあそ
びのじかん」
10：30〜
立「おはなし会」
14：00〜
梅「おはなし会」
15：00〜

全館休館

20

27

21

22

28

23

29

5
八「おはなしとあそ
びのじかん」
10：30〜
立「おはなし会」
14：00〜
東 「お は なし の も
り」15：00〜
梅「おはなし会」
15：00〜

30

24

25

26

横「おはなしのじか
ん」15：45〜

八 「お は なし ひ ろ
ば」10：30〜
立「おはなし会」
14：00〜
梅「おはなし会」
15：00〜

31

★緑「すみだ文化講
座」14：00〜

♪

９日（水曜日）の緑図書館の「こうさく会」は『フエルトでつくろう』です。

★２７日（日曜日）の緑図書館の「すみだ文化講座」は一般向けの講座です。
☆行事の詳細は、各館に直接お問合せください。
＊年末年始の休館日は、１２月２９日（土）〜１月４日（金）です。
＊あずま図書館は新館開館準備のため、１月１２日（土）をもって事業実施を終了します。
＊寺島図書館は新館開館準備のため、１２月をもって事業実施を終了しました。

●あずま図書館

●緑図書館

●寺島図書館

●立花図書館

●八広図書館

文花 1-19-1

緑 2-24-5

東向島 3-34-4

立花 6-8-1-101

八広 5-10-1-104

電話：3612-6048

電話：3631-4621

電話：3611-4610

電話：3618-2620

電話：3616-0846

●東駒形コミュニティ
会館図書室
東駒形 4−14−1
電話：3623-1141

●梅若橋コミュニティ
会館図書室
堤通２−９−１
電話：3616-1101

【開館時間】
● 火曜日〜土曜日・・・・・9：00〜20：00
● 日曜日・月曜日・祝日・・9：00〜17：00
☆コミュニティ会館図書室は、
月曜日の開館時間が 9：00〜20：00 です。

●横川コミュニティ
会館図書室
横川５−９−１
電話：5608-4500

【休

館

●すみだ女性センター
押上 2-12-7-111
電話：5608-1771

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
☆コミュニティ会館図書室は、毎月第１月曜日も休館日です。

