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二十四節気… 7 月 7 日：小暑（梅雨明けも近く夏の到来。日本各地で祭りが大盛況。「暑中見舞い」を送る時季。） 
 7 月 22 日：大暑（暑さが厳しい時季。蝉がしきりに鳴き各所で花火大会も。夏の風情を楽しめる頃。） 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月 4日、陶町街づくり・生活環境部会で育てた夏

花の苗、約 4,700 株を町内の主な施設・団体等

15 ヶ所に配布しました。今回配布した夏花の苗

は、マリーゴールド(2,712 株)、ベゴニア(1,368

株)、サルビア(624株)の三種類です。 

部会員と協力者の皆さんで 4 月に種をまき、5 月

にポット移植しました。芽が出た後は大きくなるまで

水やり・温度管理を交代で行い、しっかりした苗に成長しました。 

 

【苗配布先】陶小学校、陶幼児園、陶児童館、陶宅老所、消防署陶分署、 

交通安全協会陶分会女性部、東町 2 丁目町内会、水上第 2 長寿クラブ、大川葉桜会、

陶与左衛門窯、どんぐり工房、サニーヒルズみずなみ、陶公民館 

 

 

 

 

 

 

 

 

🌸これからの季節、町内のあちこちの花壇できれいな花を咲かせてくれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『新しい生活様式』に基づき、陶公民館の利用には、各種制限・条件を設けています。詳し

くは利用予約申し込みの際にご案内しますので、皆さまご協力をお願いします。こちらの制

限等は移行期間の 7月 31 日まで適用しますが、段階的に緩和される可能性もあります。 

利用に関する詳細につきましては、陶町ホームページ

(http://suechou.com/kominkan.html)に掲載してありますのでご確認ください。 

 

 

 

 

陶公民館・陶コミュニティーセンター駐車場のラインを引き直しました。 

以前は東側（自動販売機前）にあった身障者用の駐車位置が移動しましたのでご注意

ください。おもいやり駐車場位置は従来どおりの位置です。 

 

ご利用の際は、枠内に駐車いただきますようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

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。 

陶町の人口動態（6/1 現在） 増 減 

世帯数 1,411 -2 

人 

口 

男 1,469 -3 

女 1,695 1 

計 3,164 -2 

夏花の苗を配布しました～街づくり生活環境部会～

駐車場のラインを引き直しました

陶公民館 施設利用について

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 

１．暑さを避けましょう 

・エアコンを利用する等、部屋の温度を調整する。 

・感染症予防のため、換気扇や窓を開けて換気をしつつ、エアコンの

温度設定をこまめに調整する。サーキュレーターも効果あり！ 

・涼しい服装をする。 

・急に暑くなった日などは特に注意する。 

２．適宜マスクをはずしましょう 

・気温，湿度の高い中でのマスク着用は特に熱中症に注意する。 

・屋外で十分な距離(2m以上)を確保できる場合には、マスクをはずす。 

・マスクを着用している時は、負荷のかかる作業や運動を避け、周囲の

人との距離を十分にとった上で適宜マスクを外して休養をとる。 

３．こまめに水分補給しましょう 

・のどが渇く前に水分補給をする。 

(1日あたり 1.2ℓが目安) 

・大量に汗をかいた時は塩分補給もする。 

４．日頃から健康管理をしましょう 

・日頃から体温測定、健康チェックをする。 

・体調が悪いと感じたときは、無理せず休養する。 

５．暑さに備えた体力作りをしましょう 
・暑くなり始めの時期から適度に運動する。 

・運動時には水分補給は忘れず、無理のない範囲にする。 

(やや暑い環境で、ややキツイと感じる強度で毎日 30分程度が目安) 

新型コロナウイルスの出現に伴い、感染防止の３つの基本である①身体的距離の確保、②マスクの着用、③手洗い、そして“３密(密集、密接、
密閉)”を避ける、等の「新しい生活様式」が求められています。このような「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイントは以下の
とおりです。(厚生労働省HP 参照) 

出かける前にチェックしよう 

外出する際は、午前 11 時～午後 3

時頃の暑い時間を避けましょう。 

出かける前に、スマホやテレビのデー

タ放送などで“暑さ指数”や“熱中症

情報”などを確認しましょう。 

草取り、畑仕事、散歩などは特に時間

と気温に気を付けて行いましょう。 

身障者用駐車位置が 
1 ヶ所移動しました。 

陶公民館職員 ・ 陶地区 集落支援員 募集案内

募集職種：公民館主事補 １名 

雇用期間：令和 2年 9月 1 日～令和 3 年 3月 31 日（雇用期間更新あり） 

勤務地：瑞浪市 陶公民館（陶町猿爪 405-1） 

業務内容：公民館窓口受付事務、公民館主催行事の企画・運営業務など 

給 与：月額 109,300 円   交通費：なし   加入保険：社会保険 

勤務日時：週 3 日（勤務曜日 応相談） 8：30～17：15（休憩 1 時間） 

休 日：土・日・祝日、年末・年始 

 

応募書類：履歴書  選考方法：面談 

応募〆切：随時   応募資格：陶町在住者、要普通自動車免許 

その他：勤務条件詳細については面談の上決定します。 

 

【問合せ・申込先】陶公民館（担当：小木曽）☎ 65-2112 

公民館職員 
募集職種：集落支援員 １名 

業務内容：街づくり活動、区長会活動支援に関する事務作業 など 

任用期間：令和２年１０月１日～令和３年３月３１日まで（更新可能） 

勤務地：陶コミュニティーセンター（陶町猿爪 405-1） 

資格等：簡単なパソコン操作（word、exｃel）ができる方で熱意のある方ならどなたでも 

選考方法：区長会および街づくり組織の推薦選考により決定 

給 与：月額 56,800 円～113,600円 

交通費：通勤距離（２km 以上）に応じて支給 

勤務日時： 月 18 日（原則 1日 8：30～17：00 の間で 3.5時間～7 時間） 

身 分：任用期間（１年）が定められた一般職の公務員 

加入保険：雇用保険、健康保険、厚生年金保険に加入(勤務形態により異なる) 

応募書類：瑞浪市会計年度任用職員申込書または市販の履歴書を提出 

応募〆切：８月２１日(金)  

【問合せ・申込先】陶コミュニティーセンター（担当：伊藤）☎ 65-2111 

集落支援員 



 ※ 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。 

日・曜日 行 事 内 容 

5日㈰ 町民インディアカ大会 ※中止 

11日㈯ 大川祇園祭 ※中止 

18日㈯ 水上祇園祭 ※中止 

 

～Separate garbage according to type before throwing it away. 

地 区 資源ごみ 不燃ごみ 

猿  爪 14 日㈫ 30 日㈭ 

水上・大川 15 日㈬ 31 日㈮ 

 

 

最近陶公民館敷地内にゴミの不法投棄が目立ち

ます。ゴミを捨てる際には、ルールを守り、決めら

れた日、決められた場所に出してください。 

 

各種ごみを出す際には、瑞浪市から配布された『家

庭ごみの分け方・出し方便利帳』をご覧いただき、

注意事項確認の上、決められた日時を守って出して

ください。 

 

 

【ごみの出し方～市指定の袋等を使用して出しましょう～】 

◆可燃ごみ→黄色の袋（大…740円、小…450円 いずれも 20枚入） 

◇不燃ごみ→透明の指定袋（大 20枚入…860円、小 10枚入…258円） 

不燃ごみ用シール（10枚 860円）※店員さんにお尋ねください。 

 

陶町内 ごみ袋、不燃ゴミ用シールの販売店 ※順不同、敬称略 

バロー陶店、カーマアットホーム陶店、浅井金物店、新宮長金物店、

美濃産業、ファミリーマート瑞浪陶町店、山田薬局 

 
 

 

心とカラダにいいこと愉しんでます！ 陶公民館自主活動グループ 

『マンドリーノ・フィオーレ・すえ』の皆さん 

きっかけは陶中学校の部活動。先生に勧め

られてギター・マンドリン部が生まれまし

た。残念ながら、３年で部活動は終わってし

まいましたが、その後部員の皆さんが子育て

に一段落した頃、「もう一度集まろうか!!」と

の声かけで再結成。平成 3 年 5 月から活動

を再開し今に至ります。 

 

週に一度 2時間の練習では、パート

練習、リズムやテンポの確認など、お

互いにアドバイスをしながら音作りに

余念がありません。 

レパートリーを着々と増やし、町内

のイベントや音楽祭、施設への慰問で

演奏を披露しています。 

陶町内では、どんぐり工房、宅老所、サニーヒルズ祭、ひなたぼっこの集

いなどで演奏を披露。 

町民の皆さんも一度はどこかで演奏を耳にしたことがあるのではないでし

ょうか。 

 

「マンドリーノ・フィオーレ・すえ」は“陶のマンドリンの花”という意

味で名づけられたグループ名です。これからも、素敵な音楽の花を咲かせて

くれそうです。 

 

◆活動状況◆ 

活動日時： 毎週木曜日 19 時～21 時 

場  所：陶公民館 研修 1 

会  費： 部屋の使用料として適宜集めます。 

主な出演イベント：どんぐり工房 

周年祭、陶宅老所祭り、東濃音楽祭、サニーヒルズ祭、瑞浪中央公民館

文化祭、ひなたぼっこの集い、桜寿荘クリスマス会 

など 

レパートリー： また君に恋してる、異邦人、山岳詩、糸 

舞い落ちてきた天使 などなど 約 100 曲近くあり。 

 

メンバーからメッセージ…興味のある方、見学に来てください。以前ギターを

演奏していた人、よかったら一緒に演奏を楽しんでみませんか？ 

  

 

「大きなおいもができますように！」 
 

６月１２日（金）雨が心配されましたが、

日頃の行いの良さで、この時間だけ雨が止

み、陶社協・長寿会のみなさんと一緒に、

今年度はぞう組（5歳児）が代表で、児童

館の畑にさつま芋の苗を植えました。 

久しぶりの再会に「あ～この前の○○さ

んだ～？」「覚えとってくれたぁ！」「大き

くなったねぇ！」と会話も楽しみながら参

加させていただきました。今年度は密を避

けるため、5 歳児のみの参加だったので、

11 名の子どもたちに対して、おじいさん

方は 13 名…マンツーマン以上で、さつま

芋の苗を植えることができました。「〇〇さ

ん！どうやってやるの？」（すっかり友だち

感覚で）「ほれ、見とれよ～」と植え方や土

のかけ方を優しく、丁寧に教えてもらいま

した。畑のなかで転ばないように、おじい

さんの手や腕を握り締める子どもたちの

姿も微笑ましく感じました。 

実りの秋が楽しみです！さつま芋掘り

の季節には、コロナウイルスが少しでも収

束して、みんなで出かけられると…と願う

ばかりです。 

 

地域の方々の温かい愛情に支えられて、

幼児園の子どもたちは様々な経験をさせ

ていただいています。ありがとうございます。 

 

 

 

瑞浪市民図書館だより オススメ！陶分室の本 

『毎日食べたいお粥ごはん』エダジュン 著（PARCO出版） 

アジアを旅行していると、朝ごはんの定番でお粥があ

ります。食欲のない時にもサラッと食べられるので、

胃袋にもやさしい。食べ飽きない味付けや具だくさん

のレシピが嬉しい本。 
★メニュー一例…鮭と水菜の粥、豚肉と大葉のジェノバ粥、カニカマと
卵豆腐のふわふわ粥、トマトとブロッコリーのカマンベール粥、タコと
舞茸の黒ゴマ粥、枝豆とクリームチーズの玄米粥 など 

 

5月の陶分室 ■貸出人数：1人 ■貸出冊数：1冊 
 

《 7 月 1 日より図書館・図書分室利用方法が緩和されます 》 
❈滞在時間が 30 分から 1 時間以内へ⏲。 
❈図書の貸し出し期間は２週間になります。課題図書は１週間。 
❈新聞の閲覧が可能になります。 

 
市民図書館 7 月の休館日：6 日㈪、13 日㈪、17 日㈮、20 日㈪、27 日㈪ 

☺市民図書館で借りた本は、陶でも返却できます☺ 
 
 
 
 
 

 

応援よろしくね！ 

 
2011 年「くまモン」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。 

 
すえっこくんは、今までにない順位を目指して頑張ります。 
皆さん、一日一票のアクセス投票をよろしくお願いします！ 

 
 
投票開始：

投票終了：

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。 

７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。 

（6 月） 

不法投棄されたゴミ。割れた陶器や植木鉢、害

虫駆除のスプレー缶など 

 
ここからすえっこくん
の投票ページにアクセ
スできます。 

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

