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開館時間
　午前９時30分～午後７時
※ 大柿公民館図書室は日曜のみ
　午後５時まで

図書館
　だより

■おはなしむら
日時　１月13日㈯午後２時～
内 容　絵本の読み聞かせと工作（節分

のお面を作ろう）

■かみしばいごや
日時　１月28日㈰
　　　午前10時30分～ 11時
内 容　かみしばいの上演「せつぶん

とおに」ほか

大柿公民館図書室

１月のミニ図書館
期日 時間・場所

17 日㈬

午前 10 時～ 11 時
　津久茂児童館
午前 11 時 15 分～正午
　切串公民館
午前 11 時～正午
　三高会館
午後2時15分～3時
　市民サービスセンター

■特別企画
「世界のタイコをたたこう！」
（広島・地域から「体験の風をおこそ
う」運動推進事業）
日時　２月４日㈰午前10時30分～
場 所　鷲部公民館１階
内 容　読み聞かせを聞きながら、打

楽器を楽しもう！
対 象者　小学生以下（小学生未満は

保護者同伴）
定 員　先着順小学生以下50人（保護

者含め75人程度）
参加費　無料
申 込方法　図書館（室）設置のチラ

シ裏面の申込欄に記入して、江

１月の休館(室)日
３館（室）共通の休館（室）日

毎週木曜日（定期休館（室））
１日㈪～４日㈭（年始休館（室））
８日㈷（祝日休館（室））
江田島図書館☎（４２）１４１７
　31日㈬（月末整理日）
能美図書館☎（４５）００７５
　30日㈫（月末整理日）
大柿公民館図書室☎（５７）３０７１
　26日㈮（月末整理日）

江田島図書館

１月の各館（室）定例行事案内 田島図書館へ提出またはファック
ス、電話での申し込み

申込期限　１月19日㈮
※定員になり次第終了
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今回のポイント
　フードプロセッサーを使うとより簡単にできます。気をつ
けることはかけすぎないこと。子どもと一緒に作ると楽しい
ですよ。お正月のおもてなし料理にも向いています。

■作り方
①�ボウルにむきエビと少量の片栗粉（分量外）を入
れ、軽くもみ、水でよく洗う。これを２回繰り返
し、キッチンペーパーで水気を拭き取る。
②�ポリ袋に①を入れてすりこ木でたたいてつぶし、
はんぺんをちぎりながら加えてもみ、片栗粉、塩、
コショウを加え粘りが出るまでもみこむ。
③�水で濡らした手で、一人分４個に丸める。

■材料（４人分）

むきエビ……………………… 200g

はんぺん……………………… 1枚

片栗粉………………… 大さじ 2

塩…………………… 小さじ 1/5

コショウ…………………… 少々

ケチャップ…………… 大さじ 1

★卵……………………Ｍ玉 1個

★小麦粉… ………………… 20g

パン粉………………………適量

揚げ油……………………… 適量

付け合わせ

レタス……………………… 100g

プチトマト………………… 8個

熱量
286㎉
（１人分）

毎月19日は食育の日
家族そろっていただきます！！

江田島市食育キャラクター
「もりもりぼうや」

④�ボウルに★卵、★小麦粉を混ぜ合わせ③をくぐら
せ、パン粉をつける。
⑤�１７０度の油で全体がこんがりきつね色に色づく
まで揚げる。

⑥�器にレタスを敷き、⑤を盛り、プチトマトを添え、
ケチャップをかける。

■第150回ふれあい広場
｢プラバンでストラップを作ろう｣
日時　１月21日㈰午後１時30分～
場所　能美図書館２階研修室
内 容　小さなお子さんから大人まで

楽しめるプラバン工作。一緒に体
験しませんか。

対 象者　小学生以上（幼児は保護者
同伴）

定 員　20人　※事前の申し込みが必
要。定員になり次第締め切ります。

参加費　無料

能美図書館

■児童文学誌『小鳥』（第13号）を発行
　今年も、小学生から一般までの幅広
い層から童話・童謡・おきかえ詩など
の力作が集まりました。この冊子は、
市内各図書館(室)で貸出していますの
で、ぜひ、ご一読ください。
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子育 て ひ ろば
プレゼントがありますよ！！

準 備物　母子健康手帳、フェイス
タオル、オムツ

にこ♡にこひろば①
日時　１月18日㈭
　　　午前10時30分～ 11時30分
内容　「ピエロとバルーン」
　今年もピエロたちが、にこ♡に
こハウスにやって来ますよ。風船
でいろいろなものができるので、
驚いたり喜んだり…。
　大人も子どもも一緒に楽しみま
しょう！

にこ♡にこひろば②
日時　１月24日㈬
　　　午前10時30分～ 11時30分
内容　「リズムあそび」
　いろいろなものを使って、音楽
に合わせリズムあそびをします。
　みんなでワイワイ楽しみましょう♪
持ち物　お茶、タオル

にこ♡にこひろば③
日時　１月30日㈫
　　　午前10時30分～ 11時30分
内容　「節分を楽しもう」
　2月3日は節分です。みんなに
幸せが来るように…おにはそと！
ふくはうち！豆まきごっこをしま
しょう！

１月の園庭開放 子

　市内の保育施設では、園庭を開放しています。
近くに遊び場や同年齢の遊び相手がいない、子育
てに悩みを抱えている方など、お気軽にご利用く
ださい。

※ 行事などで利用できない場合があります。ご利用
の際は、直接、各園にご確認ください。

日 程　毎週㈪～㈮　午前 10 時～ 11 時（土・日祝
日なし）

内容　戸外あそび（雨天の場合は中止）

日時　１月12日㈮
　　　午前10時～ 11時30分
会場　能美保健センター
内容　ファーストサイン
講 師　高橋友絵さん
参加費　無料
準 備物　バスタオル、母子健康手

帳、飲み物（お茶・ミルクなど）
※ 希望者には身体計測、健康相談

を行います。

日時　１月23日㈫
　　　午前10時～ 11時30分
会場　江田島保健センター
内容　おひさまリズムあそび
講師　中川美保さん
参加費　無料
準 備物　タオル、飲み物（お茶・

ミルクなど）、動きやすい服装
※ 身体計測はありません。

「冬野菜を使っておやつ作り！」
日時　１月15日㈪
　　　午前10時～正午
場所　能美保健センター

すくすくベビーくらぶ

　健医療課からのお知らせ
☎（４３）１６３９

保

食育チャレンジ隊

対象者　２歳以上の幼児と保護者
申込締切　１月10日㈬
参加費　1人１００円
準 備物　エプロン、お茶、タオル

など

「お魚教室　４回シリーズ」
第３回　カキ打ち体験！
日時　１月28日㈰
　　　午前10時～正午
場所　山岡水産（能美町高田）
対 象　子どもと保護者（子どもの

年齢制限なし）
申込締切　１月25日㈭
準 備物　汚れてもよい服装、軍手、

お茶、タオル
※ カキの購入・焼ガキの試食（自

己負担）ができます。

日時　１月５日㈮・２月１日㈭
　　　午前10時～身体測定
　　　午前11時～誕生会
内 容　どんなに大きくなったか

な？身体計測後、誕生会をしま
す。誕生月のお子さんには、イ
ンタビューと写真入りカードの

　育て支援センターからの
　お知らせ
子

☎（４２）２８５２

にこ♡にこ身体計測
とお誕生会

にこ♡にこひろば

食育体験事業

受付時間　午後１時～２時
※ 対象児には個別に通知します。１

週間前までに通知が届かない場合
は、保健医療課へご連絡ください。

※ 会場は全て大柿保健センターです。
お間違いのないよう、気をつけて
ください。

保乳幼児健診・相談

種別 実施日 場所 対象児
乳児 ２月８日㈭

大 柿 保 健
センター

平成29年８月･９月･10月生
まれ２月20日㈫

１歳６カ月児 ２月６日㈫ 平成28年５月･６月･７月生
まれ２月22日㈭

３歳６カ月児 ２月６日㈫ 平成26年５月･６月･７月生
まれ２月21日㈬

５歳児 ２月９日㈮ 平成24年10月･11月･12月生
まれ２月23日㈮

　

すくすくくらぶ


