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№７

大神公民館・大神自治連合会 ＜共催事業＞

【対

象】 大神地区在住の方

【配布日時】 １１月 6 日 （土）

９時～１５時 大神公民館玄関入口付近

※混雑緩和のため配布時間を割り振りますので、申込時に
①～③の時間帯をお伝えください。
【①９時～１１時
【申込方法】

②１１時～１３時

③１３時～１５時】

予 約 制 （※先着１００名で締切）
１０月 １８日 （月 ）９時 ～申込開始
大神公民館へ電話（☎５５－５０４０）または、直接申込み

【球

根】

１人「５個（５色）」配布

（※球根提供：大神自治連合会）「お花で地域を明るく元気にする運動」

【そ の 他】 自宅のお庭やプランターに球根を植えてお花を咲かせましょう♪
成果品（日誌やお花の写真など）は【大神公民館】へ提出していただく
と来年春以降、公民館で展示します。
小学生以下の方には日誌のフォーマットをお渡しします。

１０月３１日（日）～１１月１４日（日）に予定していました、第 70 回市民
総合体育大会は新型コロナウイルス影響により、今年度は中止となりました
のでお知らせします。
大神地区体育振興会

～主食・主菜・副菜のそろった食事～

献

立

・ごはん【主食】
・薄切り肉でコロコロ酢豚【主菜】
・ほうれん草とコーンのチーズ和え【副菜】
・里芋のポタージュ【汁物】
・フロマージェ・ブラン【その他】

主食

ごはん １人分 １２０ｇ

主菜

薄切り肉でコロコロ酢豚（２人分）

＜材料＞（２人分）

＜作り方＞

豚もも脂身付き…120ｇ
（しゃぶしゃぶ用）
塩・酒……………各少々
片栗粉……………小さじ 1.5
長ねぎ……………10ｇ
しょうが…………5ｇ
人参………………60ｇ
玉ねぎ……………60ｇ
しめじ……………40ｇ
竹の子（水煮）…60ｇ
ピーマン………… 30ｇ
ごま油……………小さじ１
A
だし汁……………100cc
酢…………………大さじ 1
しょうゆ…………大さじ 1
砂糖………………大さじ 1.5
片栗粉……………小さじ 2

❶だし汁をとっておく。
❷豚肉は少々の塩・酒で下味を付ける。
❸豚肉に長ねぎ・しょうがのみじん切りと片
栗粉を混ぜ、手で軽く握り、小さい塊を作る。
（１人４個が目安）

❹人参は乱切り、玉ねぎとピーマンは 2cm く
らいの角切りにする。竹の子も食べやすい大
きさに切って、しめじは小房に分ける。

❺はじめに人参を茹でて、少し柔らかくなっ
たら他の野菜も入れて茹で、水気を切る。

❻A の調味料を合わせておく。
❼フライパンにごま油を熱し、肉を転がしな
がら焼く。

➑茹でておいた野菜と合わせておいた調味料
を加えよく絡めながら炒める。

汁物

里芋のポタージュ（２人分）
＜作り方＞

＜材料＞（２人分）

❶里芋は洗って皮をむき、1cm くらいの

里芋………………160ｇ

厚さに切ってラップをかけ電子レンジで

水…………………1.5 カップ
コンソメ顆粒……小さじ 1.5
牛乳………………半カップ
こしょう…………少々
パセリ……………少々

3～4 分加熱する。
(レンジがない時は茹でる)
❷鍋に里芋、コンソメ、水を入れて弱火で
柔らかく煮る。
❸マッシャーですりつぶし、牛乳を加えて
温めてこしょうをふる。
❹器に盛りパセリをのせる。

その他

フロマージュ・ブラン
＜作り方＞

＜材料＞

無脂肪ヨーグルト……300ｇ

❶ざるにクッキングペーパーをしき、ヨ
ーグルトを入れて 30 分ほど冷蔵庫で水

冷凍ミックスベリー…50ｇ
グラニュー糖…………10ｇ
ミント…………………飾り用

分を切る。
❷鍋に冷凍ミックスベリー、グラニュー
糖を入れ、弱火で 3 分ほど煮てから粗熱
を取り冷蔵庫で冷やす。
❸器にヨーグルトを盛り、ミックスベリ
ーのソースをかけてミントを飾る。

★フレイル予防は日々の食事で

良好な栄養状態を保つことが大切です★
1人分の栄養価
献立名

エネルギー たんぱく質 脂質
Kcal

g

炭水化物
g

食物繊維
g

塩分量
g

g

主 食 ごはん120ｇ

202.0

3.0

0.4

44.5

1.8

0.0

主 菜 豚薄切り肉酢豚

225.0

15.9

8.4

21.1

3.1

1.7

副 菜 ほうれん草のチーズ和え

52.0

2.4

2.6

5.3

1.8

0.5

汁 物 里芋のボタージュ

84.0

3.0

2.1

13.6

1.9

0.7

563.0

24.3

13.5

84.5

8.6

2.9

90.0

6.2

0.5

15.5

0.6

0.2

合計
その他 フロマージュ・ブラン

家庭教育講演会

主催：平塚市中央公民館・平塚市 PTA 連絡協議会

国際的ピアニスト辻井伸行の才能を引き出した「辻井流」子育てを聞く

つねに子どもの可能性を信じて、よく見て、ほめる「親ばか」の子
育てで伸行さんの音楽の才能を見つけ、プロのピアニストへと二
人三脚で歩んだ辻井いつ子さん。国際的に活躍するピアニスト・
伸行さんの才能を引き出した「辻井流」子育てをご自身の経験を
もとに語ります
○日

講師 : 辻井 いつ子 氏
（つじい いつこ）
●講師プロフィール●
1960 年、東京都出身。フリーアナウンサーと
して活躍後に結婚。88 年に生まれた長男・
伸行さんが生後間もなく全盲とわかり、手探り
で子育て開始。2009 年 6 月アメリカで開催
された第 13 回ヴァン・クライバーン国際ピアノ
コンクールで伸行さんは日本人初の優勝を果
たす。現在、自らの経験をもとに各地で講演
活動を行う。主な著書に『今日の風、なに
色？CD ブック』（アスコム刊）がある。

申込フォームはこちら→

時 : 12 月９日（木）18:30～20:00
（開場 18:00）＜入場無料・要整理券＞
○講
師 : 辻井 いつ子 氏
○会
場 : 平塚市中央公民館 大ホール(追分 1-20）
○対
象 : 平塚市内在住の方（子育て中の保護者、家庭教
育に関心のある方）
○申 込 み : 令和３年１１月１０日（水）までに市内各公民館に
ある申込書を各公民館窓口にご提出ください。
申込フォームからもお申込みいただけます。
○定
員 : ３５０人（定員を超える場合は抽選とし、結果（当
選者には入場整理券）は１１月２５日（木）までに
郵送します。
○問 合 せ : 平塚市中央公民館 電話：0463（34）2111
○そ の 他 : 手話通訳及び要約筆記があります。お子様連れで
も参加いただけます。また、お子様連れでの聴講
にご理解、ご協力をお願いします。会場の駐車場
には限りがあります。環境配慮の面からも公共交
通機関の積極的な利用をお願いします。ご来場の
際は、マスクの着用、手指消毒等の感染症対策の
ご協力をお願いします。感染状況等で内容が変
更（動画配信等）になったり、定員枠を変更したり
する場合があります。

✿大神公民館からのお知らせ✿
◎１２月分の公民館利用申込受付は１１月１日（月） 午前９時 からです。

この印刷物は大豆インクと再生紙を使用して作成しました

