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二十四節気… 5 月 5 日：立夏（新緑に彩られ爽やかな晴天が続く夏の始まり。） 
 5 月 20 日：小満（陽気がよくなり万物が次第に成長して天地に満ち始める頃。麦がたわわに実る季節。） 

   
 

 

 

（敬称略） 

連合区会長  水野 勝人 

区
長
・
副
区
長 

猿爪区 区長：中村鈴彦 
副区長：中山恭平 

副区長：大槻賢志 

水上区 区長：加藤一哉 副区長：加藤 崇 

大川区 区長：河野通昭 副区長：羽柴 誠 

監 事  伊藤恭司、水野正夫 

 

●各町内会長、組長一覧 

 
 

 

 

 

現在発生している新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、以下の日程で実

施を予定していました陶町内一斉清掃の中止が決定しましたのでお知らせし

ます。 

●中止とする行事…陶町内一斉清掃 
●開催予定日…6月 14日(日) 

 

町民の皆様にご不便･ご負担をおかけしますが、引き続き感染拡大の防止にご協

力くださいますようお願い申し上げます。 

 

 

今年度、開催を予定しておりました、下記の町民スポーツ大会につきまして、
開催に向け準備を進めておりましたが、新型コロナウイルス感染拡大を予防す
る必要があることから、やむを得ず開催を中止することに決定いたしました。 
皆様ご理解の上、ご了承いただきますようお願い申し上げます。 
 

● 5 月 31 日㈰ 第 17 回 陶町民ティーボール大会 

● 6 月 6 日㈯ 第 6 回 陶町民ポールウォーキング大会 

● 6 月 21 日㈰ 第 38 回 陶町民ソフトバレーボール大会 

● 7 月 5 日㈰ 第 29 回 陶町民インディアカ大会 

 

 

 

来年度の開催時には、皆さんの参加をお待ちしています。 

 

 

 

新型コロナウイルス感染拡大で、4 月 17 日緊急事態宣言の対象地域が全国に拡大

され、その中でも岐阜県は特定警戒都道府県となりました。 

新型コロナウイルス感染拡大を防ぐためにも、一人ひとりが対策や健康管理を心が

けて過ごしましょう。 

 

自分自身を守るため、大切な人を守るためにも、以下の点を再確認してください 

●外出の徹底自粛 “STAY HOME！”  

●外出の際には、「３密」（密閉空間・密集場所・密接場面）がそろう場所を徹底的

に回避してください。 

●人との距離を２メートル程度保つようにしましょう。 

●マスクの着用を徹底してください。 

●帰宅後はうがい・手洗いをしましょう。 

 

* * 新型コロナウイルス感染症対策 高齢者として気をつけたいポイント * * 

先の見えない自粛生活「フレイル（虚弱）」の進行を予防するために 

◆動かない時間を減らしましょう。自宅でも出来るちょっとした運動で体を守りましょう！ 

◆しっかり食べて栄養をつけ、バランスの良い食事をとりましょう！ 

◆お口を清潔に保ちましょう。しっかり噛んで、出来れば毎日おしゃべりをしましょう！ 

◆家族や友人との支え合いが大切です。孤独を防ぎ、近くにいる者同士や電話などを利用し

た交流を。買い物や生活の支援、困ったときの支え合いを！ 

 

高齢の両親をお持ちのご家族の方もぜひ促してあげましょう。 

 

☆すえっこくんからもお願い☆ 

            
 

 

 

新型コロナウイルスの感染拡大防止対策として、陶公民館の施設利用について、下記

のとおりの対応とさせていただきます。皆さんにはご不便をおかけしますが、現状をご理

解いただき、ご協力くださいますようお願い申し上げます。 
 

●5月末まで貸館中止（どんぐり工房横体育室も同様）とし玄関ロビー

より先のエリアへの立ち入りはご遠慮ください。 

●6月の新規予約は受付けません。但し、既に予約をしている場合はこ

の限りではありません。  

●図書コーナーへの立ち入り、本の貸出しはできません。但し、本の返

却および本の予約は可能です。 
 

★各種証明書等の発行は可能ですので事務室で手続きをしてください。 

★入館の際は、マスクの着用、事務室への入室・退室の際には手指の消毒

を行ってください。 

皆さんのご協力よろしくお願いします。 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

№ 町　名
町内会長名
　　・組長名

№ 町　名
町内会長名
　　・組長名

1 東町１ 景山　善次 19 梨ヶ根  三宅　正吾
2 東町２ 中尾　紀夫 20 下山町 山本　裕之
3 東町３ 若松ゆかり 21 宮町 佐藤　光生
4 細久手 中嶋　良一 22 西町 正木　和宏
5 旭町１ 中村　淳司 23 学校前町  加藤　盛男
6 旭町２ 山田　和孝 24 あけぼの台 佐々木公明
7 旭町３ 臼井　拓二 25 水上１ 小木曽　彰
8 旭町４ 熊谷　　勇 26 水上２ 小木曽忠之
9 新町１ 鈴木　芳憲 27 水上３ 鷹見　政治

10 新町２・３ 伊藤　啓次 28 水上４ 小笹　主夫
11 新町４ 伊藤　直樹 29 大川１ 水野　雅晴
12 本町１ 平子　一晃 30 大川２ 安藤　義孝
13 本町２ 藤田　和生 31 大川３ 永井　五郎
14 本町３ 伊藤　修平 32 大川４-１ 羽柴　克己
15 本町４ 近藤　昭彦 33 大川４-２ 羽柴　宗章
16 本町５・６ 伊藤　和幸 34 大川５ 重田　卓己
17 元町１ 加藤　輔之 35 大川６ 東館　勝利
18 元町２・３ 村瀬　直行 36 大川７ 前野　清治

陶町の人口動態（4/1 現在） 増 減 

世帯数 1,409 1 

人 

口 

男 1,471 -5 

女 1,693 -10 

計 3,164 -15 

陶町民スポーツ大会 開催中止のお知らせ

陶町内一斉清掃 中止のお知らせ

陶ナイター野球 中止のお知らせ

陶公民館施設の利用について

～ 一人ひとりができる対策を知っておこう ～ 

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 

ホームページ ＱＲコード 

令和二年度 陶町連合区会等 役員一覧

陶ナイター野球について、新型コロナウイルス感染が拡大している状況
から、誠に勝手ながら開催を中止とさせていただきます。 
よって、今年度のナイター野球チームの登録募集も行いませんこと 
ご了承ください。 
次年度の開催時には皆さんからのチーム登録をお待ちしています。 

 



陶コミュニティー通信は、陶町ホームページ（http://suechou.com）にてカラー版をご覧いただけます。 

 ※ 講 は公民館講座を表します。 

・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、予定の行事・イベントが中止になる可能性があります。 

・5月 31日（日）まで、陶公民館の使用、ならびに図書コーナーの使用はできません。 

日・曜日 行事内容 

10日㈰ 瑞浪市民体育大会（総合開会式） ※延期 

17日㈰ 
瑞浪市民体育大会（ソフト、クレー射撃） ※延期 

青少年育成市民会議 ※中止 

20日㈬ 
狂犬病予防注射（13：10～13：50） 
会場：陶コミュニティーセンター駐車場 

24日㈰ オリカマルシェ ※中止 

25日㈪ 陶町連合区会 ※中止 

31日㈰ 町民ティーボール大会 ※中止 

 ◎サロン一歩も中止いたします。 

 

～Separate garbage according to type before throwing it away. 

地 区 資源ごみ 不燃ごみ 

猿  爪 19 日㈫ 28 日㈭ 

水上・大川 20 日㈬ 29 日㈮ 

 

✾ゴミは正しく分別して出しましょう✾ 

●『瑞浪市家庭ごみの分け方・出し方便利帳』（令和 2 年度版）

広報みずなみ 3 月 1 日号とともに配布しました。 

ゴミの分別方法や出し方、廃棄物処理手数料などが丁寧に記

載してありますので、みなさん各自確認の上、ゴミを分別・

処分してください。 

 

●『瑞浪市家庭ごみの収集カレンダー』（令和２年度版） 

～ゴミ出しの日を確認しましょう～ 

市内地区ごとの可燃ごみの収集日・曜日、不燃・資源ごみの

収集日、を掲載した案内を広報みずなみ 3 月 1 日号とともに

各戸に配布しました。間違いのないよう、ルールに従ってゴ

ミを出してください。用紙をなくした方、若干ですが陶コミ

ュニティーセンターに設置してあります。 

 
 

 

心とカラダにいいこと愉しんでます！  

 

『陶コーラス』のみなさん 

 

陶町民を中心としたメンバーで約 60 年活動

をされている陶コーラスのみなさん。現在、

男性 5 名、女性 12 名と計 17 名のメンバー

で活動。水野妃佐子先生の指導にピアノ伴奏

の伊藤亜希子さんも加わり、月に二回陶公民

館で練習を行っています。 

 

 

主な活動は、毎年サニーヒルズ祭への出演

をはじめ、瑞浪市の音楽祭や東濃合唱祭な

どにも出演、二年に一度は愛知県の“女声コ

ーラスOBARA”の皆さんとの交流会もあり、

日頃の練習の成果を披露されています。 

 

 

◆活動状況◆ 

活動日時：毎月 第２・第４金曜日 19 時 30 分～21 時 

場 所：陶公民館 2F 研修１ 

講 師：水野妃佐子先生  ピアノ担当：伊藤亜希子さん 

会 費：1 ヶ月 2,500 円 

主な出演イベント：サニーヒルズ祭、瑞浪市文化協会祭、東濃合唱祭 

レパートリー：いのちの歌、少年時代、ゴンドラの歌、青い山脈 

 他多数 

入会申込先：代表 伊藤康世（☎ 090-7315-5508） 

 

代表者からひと言… 

随時メンバー募集しています。平均年齢は若干高めですが、皆で楽しみながら

日々練習をしています。興味のある方、歌うことが好きな方…初心者でも大丈

夫！見学大歓迎です。皆さんでコーラスを楽しみましょう。 

 

 

講師の水野先生は、瑞浪ニューイヤーコンサートへの出演、笠原町での市民参加型音楽イベントの舞台

総監督としての指導にもあたり、地元を中心とし多方面で活躍されています。また、ピアノ担当の伊藤

さん（陶町出身）は陶公民館講座『らくらくピアノ』の講師として、中高年の方に初心者でもピアノが

弾けるようになる楽しさを教えてくださいました。 

  

 

 

令和２年度 陶幼児園スタート！ 

 
４月８日（水）陶幼児園の入園式、進級式

がありました。全園児４１名（年長１１名・

年中１４名・年少８名・未満児８名）職員１

２名、元気いっぱい、笑顔いっぱいでスター

トしました。 

今年度は、子ども達の、保護者の方の、職

員の、そして地域の方々の『ぽけっと』に、

キラキラをいっぱい集めようと『キラキラぽ

けっと』をキャッチフレーズにしました。ま

た園目標である『心も からだも たくまし

い子』を目指して職員一丸となって陶の可愛

い子どもたちの成長を支えていきたいと思

います。 

「さあ！これから新しい陶幼児園のスタ

ート！」でしたが、連日のニュース等でご存

知の通り、コロナウィルス拡散拡大防止の

ため休園となってしまいました…子どもた

ちも、お友だちと遊べず寂しい思いもして

いるとは思いますが、収束後には今まで以

上に楽しく過ごしていきたいと思います。 

陶の地域の皆様には今年度もいろいろお

世話になります。そして『挨拶ができる子』

にも力を入れていきたいと思っています。

散歩で出会ったら子どもたちが元気に挨拶

をすると思いますので、どうぞよろしくお

願い致します。 
 
 
 
 
 

瑞浪市民図書館だより オススメ！陶分室の本 

『38 歳からのビジネスコーデ図鑑』 

森井良行 著（日本実業出版社） 

 

人の印象を変えるのに、いちばん簡単で効果があるの

は服を変えること。「清潔感」と「存在感」には、また

会いたい人だと思わせることができます。参考にして

みてください。 

３月の陶分室 ■貸出人数：44人 ■貸出冊数：166冊 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今年もすえっこくんエントリーしました！ 

ゆるキャラグランプリ 2020 

 
2011 年「くまもん」のグランプリで幕を開けた 
「ゆるキャラグランプリ」は今回をもって最終回と
なります。 
今までにない順位をめざして、みんなですえっこく
んを応援してください。 
 

投票開始：  
 
投票終了：  

 
 
 
 
 

５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！ボクを見つけたら声をかけてね 

…予定が決まったら陶町 HPでお知らせします… 
※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。 

ゴミは正しく分別し、 
決められた場所 
・日時に出しましょう。 

すえっこくんは商標登録を受けています。イラスト、画像などをご利用の際は、
必ず陶公民館担当までご相談ください。 

 （４月） 

４月も出演するイベントが中止になって、みんなに会う機会がなくなって残念

だったよ…。みんなもお家で過ごす日が多いと思うけど、またいつか会える日

を楽しみにしているから、みんなそれまで元気で過ごそうね！ 

ぞう組 

くま組 

ひよこ組 

うさぎ組 

 

https://ejje.weblio.jp/content/Separate+garbage+according+to+type+before+throwing+it+away.

