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・血液循環が良くなり赤ちゃんもお母さんも体が
温まります

・肌を丈夫にして免疫を高めます
・おなかの調子が良くなり、便秘が解消されます
・よく眠れるようになります
・赤ちゃんに対して優しい気持ちになれます

◦対 象 者　平成 23 年３月生まれの赤ちゃん
◦必要なもの　赤ちゃんの写真（ふりがな付きの

氏名、生年月日を裏書。）、保護者のメッセージ
（50字以内、居住区、保護者の氏名、電話番号
を明記）

※ここで掲載された写真や氏名などは、須恵
町ホームページの中の「広報すえ」で公開され
ますので、その旨了解の上お申し込みください。

　　なお、写真は返却しません。
◦締 切 日　１月 31 日（先着 10 人まで）
◦問合せ先　総務課　☎ 932-1152　
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図書館だより
☎９３２-６３６４Book

町立図書館の１月の推薦図書

♥あかちゃんおはなし会（毎月第３木曜日）
　1月19日・2月16日（０･１歳10：20～ ２･３歳11：00～）
★おはなし会（毎月第１・２・３土曜日／14：00～）
　1月7日・14日・21日、2月 4日 ・11日・18日
◇工作教室（毎月第4土曜日14：00～）2月25日
＊特別整理期間：1月26日から2月3日まで

休館中に本を返却するときは

特別整理期間（蔵書点検）の
お知らせ

ベストリーダー発表
（平成23年１月～11月）

「面白くて、何度も読み
なおした」と言うお薦め
の本です。
　動物、スポーツ、映
画、音楽、料理など、い
ろいろな「好き」を入口
に514種の職業を紹介し
た本です。また、派遣、
起業、資格など、雇用の
現状をすべて網羅した仕
事の百科全書です。特
に、10代の若者に読ん
で欲しい１冊です。

　今年の干支は辰です。
「龍」「ドラゴン」と呼
ばれる伝説上の生物です
が、昔の博物学者は実在
すると信じていました。
　姿や形は、国や宗教に
よって違い、また、善と
悪の両方のイメージを持
つドラゴン。その伝説や
文化、歴史などを多彩な
図版で紹介した本です。
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２月

印は休館日です。開館時間 10：00 ～ 18：00１月

推薦者
濱孝子さん

（山の神区）

村上　龍／著
幻冬舎／出版

　このコーナーでは、利用者や
職員などからのお薦めの１冊を
紹介していきます。

「13歳のハローワーク」

ジョイス・ハーグリーヴス／著
創元社／出版

ドラゴン

“図書館お薦めの１冊”“私のお薦めの１冊”

　図書館入口横の「ブックポスト」をご利用くだ
さい。（電池回収ボックスと間違えないようにお
気をつけください）ただし、ＣＤ・ＤⅤＤの付録
付きの資料は、破損する恐れがありますので、必
ず開館時の窓口に返却をお願いいたします。　１月 26 日（木）～２月３日（金）まで、特

別整理期間のため休館します。
　期間中は、ご不便とご迷惑をおかけいたしま
すが、ご理解とご協力をお願いいたします。

「美紅♥１歳おめでとう♥
家族皆に愛されて明るく元
気で優しい子に育ってくだ
さいね★」
大島原区（理・麻里菜）

「お誕生日おめでとう！い
つも笑顔のよしくん。これ
からもたくさんお姉ちゃん
たちと遊んで大きくなろう
ね！」
川子二区（大作・和子）

「お誕生日オメデトウ♥み
んな紗來の笑顔が大好き♥
お姉ちゃんと仲良く遊んで
ね !!」
甲植木区（大祐・利恵）

「ゆうくん、お誕生日おめ
でとう！これからも、笑顔
いっぱいで明るく元気な優
しい子に育ってね。」
旅石区（徹・恵美）

松尾　美
み く

紅ちゃん

山下　善
よしひろ

大ちゃん

飯田　紗
さ ら

來ちゃん

永嶋　悠
ゆ う き

希ちゃん

（Ｈ23．1．30 生まれ）

（Ｈ23．1．21 生まれ）

（Ｈ23．1．20 生まれ）

（Ｈ23．1．20 生まれ）

　ベビーマッサージは特別なものではありません。
いつでもどこでもできる、親から子への愛情たっ
ぷりの贈り物です。
　赤ちゃんの健康や心の発達にも効果があり、親
子の絆も深まります。
　お母さん同士、話題や悩みを共有する場でもあ
ります。
　マッサージで癒されながら、日ごろのストレス
を忘れましょう♪

▶日にち　１月 27日（金）、３月 30日（金）
▶時　間　10時～ 12時
▶場　所　地域活性化センター１階リハビリ室または
レクレーションルーム

▶申込み　事前に社会教育課へ予約し参加費を支払っ
てください

▶参加費　500円
▶メンバー　須恵町に住む０歳児とその親、講師（助
産師）、保健師

▶持ってくる物　バスタオル・必要なお出かけセット
▶問合せ・申込み先　社会教育課☎ 934–0030

ベビーマッサージってよく聞くけどなんだろう？

～マッサージの効果～
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一　般　書

著者名 出版社

東野　圭吾

佐伯　泰英

東川　篤哉

実業之日本社

幻冬舎

小学館

白銀ジャック

酔いどれ小籐次留書15

謎解きはディナーのあとで
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児　童　書

著者名 出版社

島田　ゆか

島田　ゆか

にしまきかやこ

文溪堂

文溪堂

こぐま社

バムとケロのさむいあさ

バムとケロのそらのたび

わたしのワンピース


