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《平成 30 年度 文化祭・サニーヒルズ祭》
開催日：平成 30 年 10 月 20 日(土)・21 日(日)
会場：展示の部…陶公民館
芸能の部…サニーヒルズみずなみ（※21 日のみ）
バザー出店…サニーヒルズみずなみ（※21 日のみ）

平成 30 年度「第 43 回陶町文化祭」「第 27 回サニーヒルズ祭」への出
品者、出演者、出店者、出演団体・グループを募集します。
《過去の様子》

展示の部では、毎回手芸作品や生け花、写真、絵画、陶芸作品、木工作
品、木彫などが展示され陶公民館内を賑わせています。趣味で製作した
作品など、グループでの出展も個人での出展でも可能です。
芸能の部では、日本舞踊、バレエ、太極拳、コーラス、楽器演奏、お囃
子と、多種多様な内容の披露があり、来場者の皆さんを楽しませてくれ
ます。この機会にぜひ日頃の成果を発揮してみてはいかがでしょうか。
◆申込みについて◆
申込み期限
作品出品
・出演希望

9 月 19 日(水)

バザー
出店希望

9 月 10 日(月)

申込み・お問合せ先
陶公民館
☎６５－２１１２
Fax.６２－０００４
サニーヒルズみずなみ
☎６５－３３２２
Fax.６５－３６００

陶公民館講座（9 月～12 月開講講座）受講者募集中

◆出品・出演・出店者 事前打合せ会開催日時◆
部 門
日 時
会 場
9 月 21 日(金)
展示の部
陶公民館
13：30～
9 月 21 日(金)
芸能の部
陶公民館
19：00～
9 月 14 日(金)
サニーヒルズ
バザー出店の部
19：00～
みずなみ

コミュニティバス

バス停臨時使用休止のお知らせ

うく

秋季・陶公民館講座の受講者を募集しています。
今回の募集講座は以下のとおり。

（瑞浪市役所より）

◆ハーブ活用講座（全３回） 申込み期限：9 月 19 日(水)

陶町大川地区内にある橋の破損により、コミュニティバスは迂回運行するため以
下のバス停にはバスが停車しません。ご利用の皆さまには大変ご迷惑をおかけし
ますが、ご理解とご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。

身近になったハーブですが、どのような効能があるのか、日々の
生活への取り入れ方など、効果的な利用方法を学びながらアロマ
を使ったグッズを作ります。

《使用できないバス停》
●十三塚
●大川団地口
●水上神社
●水上公民館下

◆スマートフォン、タブレット講座（全４回） 申込み期限：10 月 12 日(金)
これからスマートフォンにしたい方、スマホをもっと活用した
い方、初めての方や、新しい使い方を学ぶチャンスです。
※スマホ、タブレットは各自ご用意ください。

◆だし活料理教室（全４回） 申込み期限：9 月 5 日(水)
天然素材から本格的な“だし”のひき方を習得しましょう。そ
のだしを使用して料理を作ります。素材の旨さを活かした料理を味わいまし
ょう。

◆作って味わう世界のパン教室（全３回） 申込み期限：9 月 10 日(月)
世界各国にはある様々なパン。各国ならではの粉や素材
を使用して伝統的なパン作りを体験しましょう。
・詳しくは、広報みずなみ 8 月 15 日号と一緒に配布しま
した「陶公民館講座のご案内（秋号）
」を参照ください。

やめてください！タバコのポイ捨て！
うく

最近、陶コミュニティーセンター敷地
内でのタバコのポイ捨てが大変増え
ています。平成 29 年 1 月より瑞浪市
公共施設建物を含め、敷地内は全面禁
煙となっています（健康増進法第 25 条
及び瑞浪市公共施設における受動喫煙防
止ガイドラインによる）。
タバコの吸殻は土にかえることはあ
りません。
ポイ捨ては絶対にやめてください。

《フォカッチャ
～イメージ》

《休止期間》
平成 30 年 7 月 6 日(金)から、橋の復旧まで
ＪＡ陶支店前

この間 停車しません

希望ヶ丘口

楽しく学んで身につける防災知識
陶町街づくり推進協議会は、瑞浪市夢づくりチャ
レンジ事業に企画提案をしていた、瑞浪高等学校生
徒「Ｍ．Ｈ．Company」の皆さんと協力し、7 月 28
日に開催された陶子連追跡ハイクに参加。防災に関
するクイズを解きながら防災知識を学べるコーナー
を設置し、陶小児童と交流しました。
災害に備えて何が必要か、机の上にあるグッズを
選んで防災袋に 10 個つめる問題では、皆で相談し
て選びながら袋につめる児童たち。
高校生のお兄さんたちに色々アドバイスを
何がいる～？
受けながら、小学生の目線で災害に備えて何が
必要かを考えて選んでいました。参加した陶小
児童のみなさんは、年齢の近い高校生のお兄さ
んたちに教わりながら、楽しくクイズを解いて
防災への興味や関心を高めた様子でした。

薬、いるやら？

※講 は公民館講座を表します。

日・曜日
2 日㈰
3 日㈪
7 日㈮
13 日㈭

行事内容
陶町環境整備作業（8：00～）
消防団 市長特別点検
講 らくらくピアノ（10：00～11：30）
陶寿大学 ミニゴルフ大会
講 だし活料理教室（10：00～13：30）
陶町福祉関係者懇談会

20 日㈭
陶与左衛門窯・焼成
～24 日㈪
22 日㈯ サロン一歩（9：00～）
23 日㈰ 陶与左衛門窯まつり
講 作って味わう世界のパン（9：30～13：30）
25 日㈫
陶寿大学 日帰り研修
26 日㈬ 講秋の寄せ植え講座（19：00～20：00）
27 日㈭ 講 ハーブ活用講座（19：00～21：00）
30 日㈰ 陶与左衛門窯・窯出し

地 区
猿

爪

水上・大川

資源ごみ

不燃ごみ

12 日㈬

27 日㈭

13 日㈭

28 日㈮

※紙類は資源ごみの日に回収します。
環境整備作業の実施・ご協力のお願い（連合区より）
うく

●作業日時：平成 30 年 9 月 2 日（日） 午前 8 時から 雨天決行
※警報発令のため中止の場合は、午前 6 時 30 分に決定し、防災無線にて連絡あり
●作業内容：道路の補修、草刈り、河川・水路清掃、ごみ拾い など
●作業区域：各区、各町内会（組）地内

～夏の遊び～「プール楽しいね！」「水！気持ちいいね！」
今年度、小学校のピカピカのプールで 5 歳児が
のびのびと遊ばせていただきました。「わ～新
品！」
「深いね～！」
「きれ～い！」と大興奮。園
のプールより深いので、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、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。この経
験によって小学校への期待も膨らみ、不安も軽
減されたと思います。
未満児、３、４歳児もプールや水遊びを思い
切り楽しんでいます。みんなで一緒に水鉄砲を
したり、砂場に水を
溜めてダムごっこ
をしたり、プールでは顔を付けてみたり、ワニ泳
ぎに挑戦したり…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つながり、心も
身体も大きくなっていく子どもたちです。
先日、加藤のどかちゃんのおじいさんに、カブト虫をいただき、触れたり、
観察したりして楽しみ「卵があるといいね！」「また夏が来るとでてくるか
な！」と期待も膨らんでいます。子どもたちの為にありがとうございました。

瑞浪市民図書館だより
オススメ！陶分室の本『小さな工場のものづくり』入瀬 憲司 著
苦戦が続く中小製造業。強みを生かして、自社製品メーカーへの転
身を目指します。果たして画期的な商品で市場を席巻できるのか？
下請けの奮闘劇を紹介しています。
７月の陶分室

■貸出人数： 36 人
■貸出冊数：160 冊

皆様のご参加とご協力をお願いします。

17．守護石
水上浄円寺の境内西側に高さ１ｍ位
の大きな石があります。かなり風化してい
ますが、よく見ると「守護」と読めます。こ
の石が守護石と呼ばれる石です。今回
はこの守護石についてのお話しです。
江戸時代のお話しです。新月の夜、
寺に泥棒が入りました。泥棒は大きな風
呂敷に大量の盗品を包み、背中に背負
って本堂から出てきました。誰にも気付
かれていないようです。泥棒は「しめし
め、うまくいった。」と思うと急に喉の渇き
を覚えました。そこで、境内脇の大きな
石の前に風呂敷包みを下ろし、境内に
ある池の水で喉を潤していると、なにやら
こちらを見られている気配を感じ、辺りを見渡すと目の前の秋葉堂の陰からこちらを
見ている目がありました。住職が時々餌をやる野良猫の目です。「これは早く退散す
べき」と泥棒は大きな石の所に戻り、急いで風呂敷包みを背負い立ち上がろうとしま
した。が、包みが重くて立ち上がれません。ここまで背負ってきたのに。何故か今は、
何かに引っ張られているようで…どうしても立ち上がることができません。
泥棒は「おい、引っ張るな。手を離せ。」と思わず叫んでしまいました。すると、この
声に住職が気づき、中から住職が出てきました。すると泥棒は包みを置いて這々の
体で山中へ逃げていってしまいました。寺の宝物は全て無事でした。
その後、この話しが村人のうわさになると、「浄円寺は守護石が守ってござる。守
護石には目がござる。」と語り継がれ、江戸時代から明治時代にかけては盗難除け
の寺として遠くからもお詣りがあったといいます。
浄円寺開山の髄厳真徹禅師が好みの山水が、寺を泥棒から守ったことになりま
す。禅師は、江南市の久昌寺から水上村に来て、岐呂の山の麓に龍王祠を建て、
岩山とその間を縫って流れる水の清さを楽しんだといわれています。禅師が好んだ
岩山のひとつが守護石になったのでした。
私も浄円寺が盗難除けの寺とは知りませんでした。今の時代なら、お詣りをすれば
盗難除けというより振込み詐欺除けにご利益があるかもしれません。

８月はお祭りへの参加がたくさんあったすえっこくん。美濃源氏七夕まつりで
は、地元キャラクターステージで踊ったり、クレイオブジェコンテスト Jr.の部
の表彰式で入賞者への賞状授与をしたりと大活躍。
毎日とても暑い日が続いた８月だったけど、いろんなお祭りへ出かけて、たく
さんのお友達ができました。
■8 月 15 日(水)
■8 月 3 日(金)～5 日(日) 美濃源氏七夕まつり
猿爪区夏まつり

■8 月 24 日(金)
お年寄りと子どもの夏まつり

■8 月 25 日(土)
どんぐり工房夏祭り

■8 月 26 日(日)Gifu フェス in 瑞浪

8 月 1 日から投票開始した「ゆるキャラグランプリ 2018」。
みんな、投票の手続き＆投票はしてくれたかな？
一日一票の投票ですえっこくんを応援してね(^o^)丿

9月

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。
● 1 日(土) 中仙道ﾁｬﾘﾃｨｰ夏祭り（17 時 00 分～）中仙道ゴルフ倶楽部
●23 日(日） 陶与左衛門窯まつり（10 時～13 時）陶与左衛門窯
※スケジュールは変更する可能性もありますことご容赦ください。

