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【暮らしの歳時記（3 月）
】
3 月 3 日は桃の節句。但し陶では 4 月 3 日にお祝いするのが習わしですね。ひな人形を飾り女の子の健やかな成長を願います。ひな祭りの味といえば「ひなあられ」
「蛤の潮汁」
「ちらし寿司」など。忘れてならないのは東濃地方独特のお菓子「からすみ」
。今ではからすみを手作りする家庭も少なくなりましたね。

と輝く陶町民

箱根駅伝 4 連覇
青山学院大学駅伝チーム コーチに就任
陶町出身 伊藤 雅一さん（25 歳）
青山学院大学・箱根駅伝 4 連覇に大きく貢献し、大学 4 年
生の時にはチーフマネージャーとして選手たちからの絶大な信
頼を得てチームを支え続けた伊藤雅一さん(25)が、今年 2 月
より青山学院大学駅伝チームのコーチとして就任されました。
陶中学校から中京高校(現・中京学院大学中京高校)に進
学、全国高校駅伝ではアンカーを務め区間 4 位の走りを見せ
てくれた実力の持ち主。
その後、青山学院大学に入学し、
さらに高みを目指すもののケガに苦
しみ、大学 2 年次に競技者からマ
ネージャーへ転向。こまやかな気配りで選手を支え、自身
がやるべきことの使命感を感じながら、マネージャーとして競
技にも向き合い選手を後押しした。チームメイトからは、「誰
よりもチームのことを考えてくれた」「表でも裏でもチームのこ
とを第一に考え支えてくれた」と信頼も厚かった伊藤さん。
3 年前に大学を卒業し、トレーナーとして働き
ながら資格を取得。若手ならではの経験と培っ
たコミュニケーション能力を活かして、原監督と
共に若いコーチとして活躍してくれることと思い
ます。

陶公民館講座

「第 25 回瑞浪市児童・生徒食器デザイン展」
教育長賞 受賞
瑞浪南中学校 2 年生 安藤 心菜さん
過去にも何度か入賞の経験がある安藤さん。今回は特賞（全 7 つ）のうちの一つとな
る教育長賞を受賞されました。

作品を作り上げる際、一番力を入れた部分は色塗りだったそうです。
「光の加減とか、色をたくさん重ねて立体感や深みを出すように工夫しました。
お皿に写すと色が薄くなるので、ハッキリくっきり見えるように影をつけたりしました。」と、
セラミックプリンターでお皿に加飾されてもわかりやすいように陰影などを工夫して仕上
げたとのことでした。
ちなみに過去には、教育長賞(小 6)、市政 60 周年記念賞(中 1)と受賞され、今回 3
年連続の受賞です。

“ケロポンズ” ファミリーコンサートチケット販売のお知らせ

バランスボール教室 開催

〔開催日時〕
◎3 月 13 日(土)
10：00～11：00（申込〆切 3/5）
◎3 月 29 日(月)
19：30～20：30（申込〆切 3/22）
※都合の良い日程をお選びください
〔会 場〕 陶公民館 多目的ホール
〔定 員〕 各日 10 名
〔参加費〕 無料
〔持ち物〕 ヨガマット又は大きめのバスタオル、汗拭き用タオル、水分補給用飲料
〔講 師〕 纐纈友美先生 ～ｺｺﾛとｶﾗﾀﾞの温もりケアサポーター～
※バランスボールレンタルあります。 （料金 300 円）
ご自身でボールを用意される場合は、メーカー名「ギムニク」60cm をご用意ください。
受講申し込み・問い合わせ先：陶公民館 ☎65-2112 まで。

陶器

子どもたちに大人気「エビカニクス」でおなじみの“ケロポンズ”が瑞浪にやってくる！
陶コミュニティーセンターにてチケット販売中。
★日 時★ 3 月 20 日(土)
13：30 開場 14：00 開演
★会 場★ 瑞浪市総合文化センター 文化ホール
★入場料★ 一般 1,000 円／小学生以下 500 円
※全席指定
おひとり様、4 枚まで購入可能
入場時には新型コロナウイルス感染症対策にご協力
ください。
主催・問い合わせ先
瑞浪市中央公民館 ☎0572(68)5281

手作りひな人形展示会

陶与左衛門窯で開かれた「おひなさま制作
講座」でつくられた作品の展示会が陶与左衛
門窯・夢工房で開催。約、50 点ものかわいら
しいおひなさまが展示されています。
作り手の個性が生かされているひな人形
は、表情から大きさ、着物の色・形と様々。土
から作られた陶器製のひな人形は、素朴でど
こか懐かしい、温かみのある作品ばかりです。

開催のお知らせ

見学に訪れた人たちは、「きれいに作ってあるねぇ～」「細かい模様がきれいに描か
れてかわいいね」と、一つ一つじっくりと見ながら楽しんでいました。
会場内には、昔ながらの土雛も飾られ、訪れた人が懐かしそうに眺めていました。

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。

“お雛様見せてやぁ”開催日
会場：陶与左衛門窯
2 月 27 日(土)・28 日(日)
10 時～15 時
※マスク着用のうえご来場ください。

三 月 の主 な行 事 予 定

※ 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

9 日㈫
13 日㈯ 講
16 日㈫

行 事 内 容
陶町青少年育成町民会議 ※中止

バランスボール（10：00～11：00）
陶町連合区会幹事会 ※中止

19 日㈮ 陶町連合区
29 日㈪ 講
27 日㈯

新旧区長会（19：00～）

バランスボール（19：30～20：30）
サロン一歩 ※中止

★青色防犯パトロールは当面の間中止とします。

三 月 ごみの日 ～Separate garbage according to type before throwing it away.
地

区

資源ごみ

不燃ごみ

猿 爪

16 日㈫

29 日㈪

水上・大川

17 日㈬

30 日㈫

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。

ゴミは決められた場所に決められたものを出しましょう。
指定ゴミ以外のものが不法投棄されている事例が最近多数発生し
ています。
特にライターの大量不法投棄が目立ち、陶コミュニティーセンター
や水上簡易郵便局裏・高架下にある「乾電池・蛍光管」を捨てるケ
ダメ！
ースに投棄されていました。ライターは、不燃ごみです。
不法投棄！
不要なものはため込まず、こまめに処分するように心がけてください。
☺瑞浪南中生徒会作外国語版、ゴミ分別案内冊子配布中☺
陶公民館ロビーにて、「ポルトガル語」 「タガログ語」版のゴ
ミ分別案内冊子を設置してあります。ご近所の方で必要とされ
る方がお住まいでしたら、ぜひおススメください。住民の皆さ
んで、誰もが快適に生活できる環境づくりを心がけましょう。

『鬼は～そと！福は～うち！』
２月２日(火)に陶幼児園で節分の豆まきを行いました。
前日、イワシの頭とヒイラギを用意すると「これなら
大丈夫！」
「おにも逃げちゃうよね！」
「くさいし（イワ
シ）トゲトゲ（ヒイラギ）で刺さるしね！」など、かわ
いい会話がたくさんありました。
当日は、朝からなんだかソワソワしている子どもた
ち。
「今日って本当に鬼来るのかなぁ…」
「怖い鬼やった
らどうしよう…」
「でもおじいさんたちだから、大丈夫
だよね！」例年ですと長寿会のおじいさん方が、年齢に
合わせた鬼役になってくれていましたが、今年度はコ
ロナ禍ということもあり、おじいさん方と一緒に豆まき
は行えませんでした。毎年恒例のおじいさんの鬼なの
で、楽しみにしていた子もいて残念でした。
豆まきが始まり、鬼が登場し子どもたちに迫ってくる
と「えぇ～ん」と涙が出てしまう子もいましたが、果敢
に立ち向かう子も…「おには～そと～！」と大きな声で
豆を投げると、「やられた～！」と鬼も降参。子どもた
ちは、
「おに、やっつけれた！」
「僕、強かったよ！」と
自信満々。心の中にいる「寝坊鬼を追い出した！」
「意地悪鬼を追い出せた！」
「喧嘩しちゃう鬼やっつけた！」と話してくれる子もいて大成功で終えまし
た。
次の日には「僕の作ったお面で豆まきしたよ！」「パパが私のお面付けて鬼
になったよ！」などお家での様子もたくさん話してくれました。
大きくなったことが実感できる節分の豆まきとなりました。また一つたくま
しくなり、伝統行事に触れられた子どもたちでした。

ヘルストロン 利用終了のお知らせ
陶公民館ロビーに設置してありますヘルストロンにつきまして、機器老朽化のため令
和 3 年 3 月末をもちまして、利用終了といたします。
ご愛用の皆さまには誠に残念なお知らせとなりますが、ご理解、
ご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。
長年に亘り、ご利用いただきありがとうございました。

瑞浪市民図書館だより

『読書をプロデュース』
（角田陽一郎 著、秀和システム 刊）
本は仕事に役立つこともあれば、人生を豊かにもしてくれます。
読書が苦手でなかなか本を手に取れない人に、著者がオススメ
する読書法を紹介。

ひなまつりのお菓子『からすみ』を作ってみませんか？

[1 月の陶分室◎貸出人数：16 人 ◎貸出冊数：49 冊]

陶の桃の節句は 4 月。東濃地方では桃の節句にいただく伝統的な素朴な
お菓子“からすみ”を手作りしてみませんか？
《材料（20cm 程度のもの 5 本分）》
・米の粉…300g ・砂糖…250g

オススメ！陶分室の本

～市民図書館 3 月の休館日～
・水…300g

1 日㈪・8 日㈪・15 日㈪・22 日㈪・29 日㈪・31 日㈬

・塩…少々

〔必要な道具〕 からすみの木型、クッキングシート（7cm×30cm 5 枚）、蒸し器、
ボウル、菜箸、しゃもじ 等
※からすみの木型がない場合は、生地を長さ 20cm、幅 5cm 棒状にしたものを
山型にし、てっぺんに箸で 2 本の溝をつけて成型する。
《作り方》
① 鍋で沸騰させた水に砂糖と塩を入れて煮溶かし、
そこへ米の粉を入れ、弱火にして手早く箸かしゃも
じで混ぜて、焦げないうちに火を止める。
②「①」を蒸し布を敷いた蒸し器に移し、30 分蒸す。
（透明感がでます）
③「②」をボウルに移し、力を入れてよく練り、一つにまとめた生地にする。
④ 生地を 5 等分し、濡れ布巾を敷いた木型に詰めて形を作り、平らになった面にシ
ートをかぶせて型から抜く。

☺ 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 ☺

（2 月）

2 月のすえっこくんのおでかけはありませんでした。

■すえっこくん
紹介パンフレット作製しました！
すえっこくんが生まれたきっかけや大好き
な食べもの、今まで頑張っていろんなイベ
ントに参加した様子がたくさん紹介してあ
るパンフレットが 3 月末に完成します。
QR コードを読み込むと「すえっこダンス」
と「すえっこ音頭」のダンス動画も見える
ように工夫してあります。
今後、イベントなどで配布予定です。

⑤ 型抜きした「④」を 10 分蒸す。
⑥ 蒸し器から取り出し、うちわで風をあてて急いで冷ま
して艶を出す。
☆使用する砂糖の色（白糖、黒糖）で色の違う“からすみ”ができます。
☆好みで、よもぎ、シソ、クルミなどをいれても美味しいです。
（ 「みずなみ発 わたしのレシピ帖」より引用 ）

３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。

