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◆ ◇ ◆ ◇ ９月の誕生花＆花言葉…〔リンドウ〕誠実・的確・正義  ９月の誕生石＆宝石言葉…〔ブルー・サファイア〕賢明・慈愛・誠実 ◆ ◇ ◆ ◇ 

 3 日㈰ 陶町環境整備作業-道直し-（8：00～） 

  消防団 市長特別点検 

 15 日㈮ 陶寿大学 日帰り研修 

 21 日㈭ ～25 日㈰ 陶与左衛門窯 焼成 

 24 日㈰ 陶与左衛門窯祭り（10：00～15：00） 

 25 日㈪  講座 手作りパンでカフェメニュー（9：30～） 

 

 

地 区 資源ごみ 不燃ごみ 

※紙類は資源ごみの

日に回収します。 

猿  爪 14日㈭ 25日㈪ 

水上・大川 15日㈮ 26日㈫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認知症について正しく理解し、偏見を持たず、認知症の人や家族
に対してあたたかい目で見守る、いわば応援者になりませんか？ 
是非この機会に、認知症サポーター養成講座への参加をお待ちし

ております。 
 
日 時）9月 21日(木) 19時から約１時間 
会 場）陶公民館 2階 多目的ホール 

講 師）瑞浪市役所 地域包括支援センター 
参加費）無料 
参加対象）年齢・性別不問 

定 員）30名(定員になり次第締切ります) 
持ち物）筆記用具 
問い合わせ・申込み先） 
陶公民館 小木曽（☎65-2112） 

社会福祉協議会陶支部 伊藤 照雄（携帯☎090-4795-0078） 

 
 

以下の講座を開講します。講座によって、申込み方法が異なります。 

詳しくは、別紙回覧、及び案内にてご確認ください。 

 

★秋の寄せ植え講座 

開講日）10月 4日㈬ 19時～21時 

会 場）陶公民館 会議室 

定 員）１５名（定員になり次第締切ります） 

費 用）材料費１，５００円（当日徴収します） 

※申込み方法、その他詳細については、別紙回覧

の開講案内を参照ください。 

 

☆公民館講座（秋季）開講講座 

①中高年から始めるらくらくピアノ（全６回）   〔イメージ〕 
②手作りパンでカフェメニュー（全３回） 
③リンパ体操＆セルフマッサージ（全６回） 

上記①～③の講座は別紙講座開講のご案内を参照のうえお申込みください。 

受講申込み、お待ちしています！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陶町配達サービス店 
すえっこくん風鈴が目じるしに 

陶町内の配達サービス店をご存知ですか？ 

陶町内には高齢者の皆さんを対象に、配達サ

ービスをしてくれるお店が 17 店舗ありま

す。今回、街づくりから店舗の目じるしとし

て『すえっこくん風鈴』がプレゼントされま

した。各店舗に飾られているすえっこくん風

鈴見つけてくださいね。 

 

《陶町配達サービス店（順不同敬称略）》 

いち寿司／伊藤商店／加藤食品店／きてや／新星商店／泉成／

西田屋製菓舗／(有)福寿／美濃産業(株)／浅井金物店／和泉屋呉

服店／伊藤建材／小木曽電機商会／新宮長金物店／ﾄｰﾎｰ家電ﾜｰｸ

すえ店／(有)中村電機水道／山田薬局 

 

陶町の人口動態（8/1 現在） 増 減 

世帯数 1,440 世帯 -4 

人 

口 

男 1,588 人 -11 

女 1,825 人 ±0 

計 3,413 人 -11 

発行元：陶コミュニティーセンター  〒509-6361 瑞浪市陶町猿爪 405-1 

☎陶ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 65-2111／☎陶公民館 65-2112  FAX 62-0004 

●陶町文化祭…10月 14日㈯・15 日㈰  ●サニーヒルズ祭…10月 15 日㈰  

絵画、写真、生け花、編物作品、などの作品の展示部門、日ごろの練習の成果を披露していただく芸能の部、焼き鳥、かも串、 

パンやクッキーなどの販売ブースや手作り作品のバザー出店者・団体を募集しています。詳しくは、町内回覧にてご確認ください。 

 展示・舞台出演希望者 バザー出店希望者 

申込期限 9月 20日(水) 9月 11日(月) 

事前打合せ会 開催日 9月 22日(金) 陶公民館 於 9月 15日(金) サニーヒルズみずなみ 於 

申込み、問合せ先 
陶公民館 

☎.65-2112  Fax.62-0004 

サニーヒルズみずなみ 

☎.65-3322  Fax.65-3600 

 

 



 

もっと知ろう “陶” 
５、へぼ 
夏になり右の写真のハチ（ヘボ、体長 1.5cm ほど）が近くに飛

んでくると、もうソワソワが始まる人たちがいます。「こっちから来

た。」とか「あっちへ行った。」とか、落ち着きません。  

 この人たちは、数人の仲間と山野を駆け回れるよう地下足

袋姿で山に入り、ヒラヒラ目印の付いた鳥肉（昔は蛙のもも肉）

をヘボに持たせて、巣へ帰るヘボを仲間と手分けして追いかけるのです。その速さには猪もびっ

くりするほどです。見逃しては大変です。やや遠視気味（早い話が老眼）の人がいいようです。た

だ、1回では見つけられず何回もチャレンジして見つけるのが一般的で、もう一度現れる時間で

巣までの距離を推しはかるのです。 

 巣を見つけると煙幕で蜂を弱らせた後、巣を女王蜂ごと小箱に入れ、働き蜂もできるだけ捕

らえて持ち帰り、あらかじめ用意した巣箱に小箱ごと入れて育てるのです。 

 そして、夏の間中、「餌は何をやっている？」とか、「ちっとも通わん。」とか「うちの餌場にはお

前のところのへぼばっかり。」とかと飼うこと（会話）を楽しむのです。 

 秋になり、数段に巣を重ね立派に育ったへぼの子はみんなの食糧になります。巣からへぼの

子を抜くのがまた一仕事。家族総出で、美味しいへぼ料理を楽しみに作業するのです。料理法

は炒め煮やへぼ飯にしたりしますが、私は翌春に朴葉寿司の具にして食べるのが大好きです。

女性や子供には、蜂の姿をしている子蜂を口にすることには抵抗も多いのですが、山の文化とし

て一度賞味してみてはいかがでしょうか。 

この近くの串原では毎年 11月 3日に「へぼの巣コンテス

ト」が行われ、ご自慢の巣を持ち寄った全国の愛好家が

巣ごとの重量を競います。家で育てた場合、普通 1～

2kgあればいい方ですが、優勝するためには 5～6kg が

必要です。会場では約 9,000 円／kgで売られています

から、へぼは超高級品なんです。この大会の 27年度優

勝者は学校前のへぼ名人太田正さんです。昨年メ~テレ

は、珍しい山の文化として太田さんのへぼ取りから収穫までを 20分ほど放映しました。 

へぼの学名はクロスズメバチです。所によっては「地蜂」「ハエ蜂」ともいいます。へぼというの

は、この地方だけの呼び名みたいです。刺されれば結構痛いし腫れます。  

このへぼ文化は東濃地方・信州南部・三河地方でみられます。 

 

すえっこくん みぃつけた!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陶幼児園の子どもたちが描いた素敵な作品を紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

           

「プール楽しいね！」 
 毎年 5 歳児は小学校の大きくてひろ～いプー

ルでのびのびと遊ばせていただきます。園のプ

ールより広くて深いので、ちょっとドキドキな

子も…でも顔を付けてバタ足で泳ぐ友だちの姿

に「すごいな～」「僕もできるようになりたいな」

と刺激を受け、ワニ歩きやビート板、バタ足、顔

つけなどいろいろなことに挑戦することができ

ました。5 歳児にとり、幼児園から小学校への

段差のない活動のひとつとなり、就学への

期待が膨らみました。 

 未満児、３歳、４歳もプールや水遊びを

思い切り楽しみました。みんなで一緒に水

鉄砲をしたり、砂場に水を溜めて温泉ごっ

こをしたり、プールで顔を付けてみたり…

開放感を味わいながらダイナミックに遊ん

でいます。 

この経験、体験が自信や意欲になり、心も

身体も大きくなっていく子どもたちです。 
 

瑞浪市民図書館だより 

オススメ！ 陶分室の本 

「藤田智のこだわりの野菜づくり」藤田 智：著 

 NHK「趣味の園芸」でお馴染みの藤田さんの本です。定番の野菜だけでなく、地

方野菜やおもしろ野菜など、ちょっと変わった野菜も取り扱います。 

7 月の陶分室  ●貸出人数： 19人  ●貸出冊数： 53冊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
袖口、裾、襟元と二色使いのポロシャツが新発売。 

価格 2,000 円 色は 3 色（白、ﾋﾟﾝｸ、ﾐﾝﾄｸﾞﾘｰﾝ） 

サイズは L・M 胸ぽっけあり 

詳しくは、陶コミ、各種イベントでご覧下さい。 

 

すえっこニュース 陶幼児園より 

《第 58回美濃源氏七夕まつり》 

8/4…駅前ステージですえっこくん音頭を踊ったよ。  

8/6…ｸﾚｲｵﾌﾞｼﾞｪｺﾝﾃｽﾄ Jr.の部の表彰式「すえっこ

賞」のプレゼンターとして緊張してｽﾃｰｼﾞに上がった！ 

他にも、バサラの皆と踊って、夜は花火もみたよ。 

わにべ こうすけ さん 

「顔つけて泳いじゃうよ！」 

しばた まお さん 

「大きっいプール楽しいな！」 

「お祭り楽しみだね～」 

毎年開催されている「お年寄りと子ども

の集い」夏祭りを楽しみにしている幼児園

の子どもたち。手作りちょうちんを飾った

り、すえっこ音頭を踊ったり…本当に嬉し

そうです。これも地域のみなさんのおかげ

です。ありがとうございます。 

《19日 みずなみ瀬戸の里 
納涼夏まつり》 

新入職員の皆さんとすえっこくん
音頭を踊ったよ！ 
花火もとてもきれいだったよ！ 

《15日 猿爪区 夏まつり》 
雨が降ったりやんだり･･･。でも魚つかみでお
魚ゲット！ボクの風鈴作りコーナーや屋台も
たくさんあって楽しかった！ 

《25日 お年寄りと子どもの夏まつり》 
 
毎年恒例陶幼児園での夏まつり。ゲームを
楽しんで綿菓子・ポン菓子を食べた～。 
最後はたくさんの風船がメッセージをのせて
空に飛んでいったよ。 
お返事、くるといいな♡ 

すえっこくん おでかけスケジュール 
キミの住む町に遊びにいくよ！ ボクをみつけたら声をかけてね♥ 
●9月 2日(土)中仙道チャリティー夏祭り（17：00～20：00）-中仙道ゴルフ倶楽部 

●9月 3日（日）東濃 5市観光イベント（午後から）-土岐プレミアムアウトレット 

●9月 23日（土）陶小学校運動会（時間未定）–陶小学校 

●9月 24日（日）陶与左衛門窯まつり（10：00～）-陶与左衛門窯 

●9月 24日（日）みずなみ陶器まつり （時間未定）-ちゃわん屋みずなみ 

すえっこくんを見つけたら一緒に写真を撮ろう！待ってるよ。 

毎年恒例、「ゆるキャラグランプリ」今回もすえっこ
くんがエントリーしています。お一人様、一日一票
の投票で、すえっこくんを応援してください。 

よろしくお願いします。 
←詳しくはコチラ 

前 後 


