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二十四節気… 9 月 7 日：白露（秋が深まり草に朝露が白く光り季節の節目を体感する頃。本格的な秋の到来です。）
9 月 22 日：秋分（昼夜の長さがほぼ同じになる日。この日を境に日が短くなり、秋の夜長に向います。）

大丈夫？ 新しい生活様式での熱中症対策！
まだまだ厳しい残暑が続く毎日、熱中症が起こるのは暑熱の現場のみではありません。今では家の中での高齢者の
熱中症等、身近な場所で発生し、暑熱による障害が一般化しています。
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危 険 度
重症度Ⅰ

めまい、立ちくらみ、足がつる
汗を拭いても噴き出してくる
気分が悪い、ぼーっとする

重症度Ⅱ

重症度Ⅲ

頭痛、吐き気
嘔吐、倦怠感
意識がなんとなくおかしい

意識がない、けいれん
呼びかけに反応なし、
高体温

ⅡとⅢの症状がでたら我慢せずに病院へ！

もしかして熱中症かも？と感じたら…
①涼しい場所に移動しましょう

②服を緩めて体を冷やしましょう

室内なら…エアコンの効いた部屋や、日の当たらない
涼しい場所に移動しましょう。
屋外なら…風通しのよい日陰や、可能ならエアコンの
効いた室内に移動しましょう。

ボタンやベルトを緩めてらくにしましょう。太い血管のあ
る、首すじ、わきの下、太ももの付け根を冷やしましょう。
顔や手、足に冷水で濡らしたタオルをのせて風をあてて
冷やすのも簡単でおすすめです。

ガマンしないで！ 命にかかわります！
特に高齢者の方は、体温調節機能が低下し、また“温か
い”と感じる温点の数が加齢とともに減少します。
さらに若い人と比べて熱が体にこもりやすく、一旦体温
が上昇するとなかなか下がりません。
「これくらい大丈夫」とガマンしないでください。

陶は涼しいで、
エアコンなんか
いらんやら～

東海地方今後三か月の天気は…？
9 月～11 月は暖かい空気に覆われやすく気温が高くなります。前線や南からの湿った空気の影響を受け
やすく、降水量は平年並みか多い見込みです。（名古屋地方気象台 8/25 発表）
秋季

陶公民館講座 開催のお知らせ

9 月末より『秋季～陶公民館講座』を開催いたします。新しい生活様式の中での開講と
なり、いろいろと不自由もありますが、皆さまお誘いあわせのうえ受講ください。

～ ～ 秋季開講予定講座 ～ ～

③水分をとる
症状がでたら経口補水液を。

④安静にする
涼しい場所や、エアコンの効いた部屋で休む。

～経口補水液の作り方～
【材料】水…1 ﾘｯﾄﾙ、砂糖…40g、塩…3g、レモン汁…お好みで
あまり美味しくない味かもしれませんが、脱水症状が始まっていると美味
しく感じるという感想もあります。
一度にたくさん飲まないで!! 胃腸が弱っているので一度にたくさん飲ん
でしまうと嘔吐したりするなど、かえって症状が悪化してしまいます。
少しずつ摂取しましょう。（一般社団法人ジョイハンズ HP より）

陶町文化展

出展作品募集！

10 月 17 日㈯・18 日㈰に開催の『陶町文化展』の出展作品を募集します。
個人での出展、グループでの出展、どちらでも大歓迎。
“展”に修正中…
趣味で作った作品、絵画、写真など、ぜひ出展ください。

《連続開講講座》

・セルフリンパマッサージ（10 月 6 日㈫～全 6 回開講 各日 19：00～20：30）
《以下は一回のみ開講する講座です》
・スパイスボードとスパイススプーン（9 月 29 日㈫19：00～21：00）
・ハーブソルトとスパイスソルトを作ろう！（10 月 3 日㈯10：00～12：00）
・減塩のためのだしの上手な活用法-座学-（10 月 31 日㈯10：00～12：00）
・玉ねぎの皮で晒しを染めよう！
（11 月 7 日㈯ 午前の部 10：00～12：30／午後の部 13：30～16：00）
・手作り七味（11 月 19 日㈭19：00～21：00）

👉申込方法：所定の申込用紙でお申し込みください。
申込用紙は陶公民館に用意してあります。
👉申込期限：9 月 25 日㈮ 17：00 まで
陶公民館に用紙をご提出ください。

※今回事前説明会は開催しません。
★今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、サニーヒルズ祭を
中止とし、展示の部のみ『陶町文化展』として開催することとなりました。

☺ 皆さまの出展 お待ちしています ☺

開講内容、開講日時などの詳細につきましては、別途配布の
「令和 2 年度秋季陶公民館講座のご案内」をご覧ください。
但し、新型コロナウイルス感染症対策移行措置の状況によっ
ては、開講を見合わせる可能性もありますことご了承ください。
「スパイススプーン」
※イメージ

瑞浪に元気を！

陶の夜空に打ち上げ花火

7 月下旬の夜、瑞浪市内各所で花火があがり夏の夜
を彩りました。陶町では猿爪地区で 20 時から数分
間打ちあがり、ご覧になった方、音に驚いた方と、
様々だったと思います。
“瑞浪に元気を！”、
“瑞浪に明るい話題を！”そん
な願いが込められたこの花火。主催された『みずな
み盛り上げ隊』の皆さん、協力者の皆さん、とても
嬉しいサプライズありがとうございました。
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。

（お問合せ先 陶公民館☎65-2112）
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※ 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

「水遊び！気持ちいいね！」

行 事 内 容

陶町環境整備作業（道直し） 8：00～

6 日㈰

瑞浪市ティーボール交流会 ※中止

20 日㈰

陶与左衛門窯まつり ※中止

18 日㈮～
陶与左衛門窯
22 日㈫㈷

焼成

25 日㈮

地域懇談会～市長と語る会～ 19：00～ ※中止

26 日㈯

サロン一歩 9：00～ ※中止

27 日㈰

陶与左衛門窯

窯出し

29 日㈫
講 スパイスボードとスパイススプーン 19：00～
*29 日㈫
がん検診 8：30～11：00
30 日㈬
*注意…29 日㈫・30 日㈬のがん検診詳細については、瑞浪市役所健
康づくり課（☎68-9785）までお問合せください。

******* 行事中止のお知らせ *******
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、以下の行事を中止とさせてい
ただきます。開催を楽しみにされていた皆さまにはご迷惑をおかけして申し
訳ありませんが、何卒ご理解のほどよろしくお願いします。
◆9 月 20 日㈰ 『陶与左衛門窯まつり』
※但し、焼成は 9 月 18 日㈮～22 日㈫㈷の間行います。
◆9 月 25 日㈮ 『地域懇談会～市長と語る会～』
※代替措置として配布予定となっていました資料につきまして、9 月 30 日以
降に瑞浪市のＨＰにて公表する予定です。
◆10 月 13 日㈫『陶町教育講演会』
◆10 月 18 日㈰ 『サニーヒルズ祭』
※今年度は、10 月 17 日㈯・18 日㈰に陶町文化展として、陶公民館にて
“展示の部”のみ、開催します。
◆11 月 1 日㈰ 『ふれあい広場』
◆11 月 8 日㈰ 『湖周ウォーキング』
◆11 月 12 日㈭ 『ひなたぼっこの集い』 ◆12 月 6 日㈰ 『あ・うん落語会』
～Separate garbage according to type before throwing it away.
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15 日㈫

28 日㈪

16 日㈬

29 日㈫

水上・大川

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。

今年はいつもの夏とは違い、コロナ対策
として３密を避けるため、プール遊びはで
きませんでしたが、園庭では子どもたちが、
水鉄砲、泡遊び、洗濯ごっこ、流しそうめん
ごっこ、温泉作り、ウォータースライダー
など暑い夏を心地よい水遊びで楽しんでい
ま す。「 先生と どっち が水 とぶか 競争し
よ！」
「〇〇ちゃん、泡でケーキ作ろっ！」
と誘い合ったり「わかった！そっちが下（低い）やで、水が行くん
や！」など大発見を共有したりする姿がたくさん見られました。
来年はたくさんプールに入れるといいです…。

「終業式で約束したよ！」
7 月 20 日（月）に陶幼児園 1 学期の終
業式を行いました。今年度は 1 学期がコロ
ナの関係で短くなってしまいましたが、年
長児ぞう組がみんなの前で頑張って取り
組んできた、鉄棒の逆上がりを自信満々で
披露してくれました。毎日コツコツと取り
組んだ姿を、年少、年中児も見てきたので
「すご～い！」
「あんな素敵なお兄さん、お
姉さんになりたい！」と憧れがますます強
くなりました。
式は各クラスで行い、園長先生から 1 学期
の楽しかったことや、2 学期はこんな楽し
いことが待ってるよ、などの話を聞き、そ
の後、夏を健康で安全に過ごすための「早
寝、早起き、朝ごはん」
「ジュース、アイス
は食べ過ぎない」
「ひとりではでかけない」
の 3 つに加え今年度は「手洗い、うがいを
する」を約束しました。
コロナに負けない、元気な陶幼児園の子どもたちをこれからも地域の
皆さんで応援してください。

瑞浪市民図書館だより

オススメ！陶分室の本

『起業家の勇気』児玉 博 著（文藝春秋 刊）
有線の二代目社長宇野秀康氏について書かれた本。先代
の一千億円を越える負債や不正といった危機をどう乗り越
えるのか。華やかな IT 企業の社長たちとの交流も見所の
ひとつ。

● 資源ごみの出し方について ●
◆確認！ 資源ごみには主に次のものが出せます◆
・アルミ缶、スチール缶：飲料缶のみ
👉軽くすすいでつぶさずに
・食品トレイ：無地で白色のみ
👉洗って乾かして小さく割る
・ペットボトル：飲料、酒類、調味料類の容器など
👉ふたをとり軽くすすぎ、つぶさずラベルをつけたまま
・びん：飲食用のみ（茶色、無色透明、その他の色のビン、リターナブルビン）
👉 ふた・キャップをとってすすぎ、色別にコンテナへ
飲食用でも油汚れの酷いものはダメです！
・食用缶：菓子缶、缶詰、粉ミルク缶、ペットフードの缶
👉中身を出して水洗い

[7 月の陶分室 ◎貸出人数：24 人 ◎貸出冊数：50 冊]

～市民図書館 9 月の休館日～
7 日㈪、14 日㈪、23 日㈬、28 日㈪、29 日㈫、30 日㈬
当面の間、図書館滞在時間は 2 時間以内となります。

☺ 市民図書館で借りた本は、陶でも返却できます ☺
☺ 読みたい本がある場合は、取り寄せや予約ができます ☺

（8 月）

◆実は、こんなものも資源ゴミに出せます！◆
収集品目
古紙類

古着類

注意点

応援よろしくおねがいします！

新聞紙(チラシ可)、雑誌、ダンボール、牛乳パック、
その他雑紙(包装紙、紙箱など)
★縦・横の十文字に縛り、種類ごとに並べる

すえっこくんは、今までにない順位を目指して頑張っています。
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！

衣類、ネクタイ、セーター、着もの、帯、シーツ、
タオルケット、毛布 など
★ビニール袋に入れて濡れないように出すこと

自転車、電動自転車、
「廃棄」や「不要」など明記した貼り紙をすること
車イス
ストーブ、
灯油、ガス利用のものに限る
★灯油、乾電池は抜く
ファンヒーター
植物性油のみ
★ペットボトルに入れて「廃食用油」のコンテナに
廃 食用油
出すこと。
★各種ごみを出す際には、瑞浪市から配布された『2020 年度版 家庭ごみの分け
方・出し方便利帳』(P.7～P.10)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。

ちなみに岐阜県内では、15 キャラ中 11 位です。
一日一票
お願いします!!

投票期限：9 月 25 日(金)18 時まで
すえっこくん 投票用 QR コード
こちらからアクセスしてね！

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。

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。

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。

