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【暮らしの歳時記（6月）】二十四節気のうちのひとつ 6月 21日は夏至。この日は昼間が一番長い日になり、夏至を過ぎると本格的な夏の到来です。また 6月末には「夏
越しの祓（なつごしのはらえ）」といって、新年から半年間に溜まった汚れを祓い、新たな気持ちで年末までの健康と厄除けを祈願する行事が神社で行われます。 

地元の祇園祭りで見かける茅草で作られた大きな茅の輪は、これをくぐることでけがれを祓い清めるという意味で置かれています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 3 年度陶町明日に向って街づくり推進協議会の執行部役員を紹介します。（敬称略） 

 

◆会 長：長谷川 孝夫  ◆副会長：河野利康、加藤 幸枝 

 

◆各部会 役員 

部会名称 部会長 副部会長 

企画広報部会 水野 利行 荻野 清 

文化教育部会 加藤 明代 三宅 康夫 

生活環境部会 小木曽 隆巳 加藤 明弘 

セーフティーネット部会 小木曽 昌巳 － 

与左衛門部会 水野 博文 
水野 雅晴、河野 恵一 

水野 安喜、佐藤 秀明 

今年度も、役員をはじめ部会員一同、陶町のために活動を行っていく所存です。

皆様ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。 

※令和 2 年度事業報告、令和 3 年度事業計画等につきましては、陶町ホームページ

（http://suechou.com）にて簡易版をご覧いただけます。 

 

 

 

 

[瑞浪南部地域包括支援センター 主催] 

 
“コロナで何もできない☹” ではなく “できること☺”を楽しみましょう。 

コロナ禍の中での気分転換に、ココロとカラダをほぐして気分もスッキリ。 

人数制限、密回避などのコロナ対策をしてありますので、安心して参加いた

だけます。 

●参加無料（※一部例外あり） ●各教室 2回コース 

ご近所さんやお友達と一緒に ご参加いかがですか？ 

 

 

ニコニコ教室 大川公民館 

1回目「歯科検診・歯科指導」6 月 10 日(木)13：00～14：30 

2回目「季節の花寄せ植え」6 月 22 日(火)13：20～14：30 

※別途材料費 500円 

 

ニコニコ教室 水上公民館 

1回目「懐かしの歌を皆で聞こう」7月 1日(木)10：00～11：30 

2回目「介護予防体操」7月 15日(木)10：20～11：30 

 

65歳以上の方であれば 
男女問わずどなたでも参加できます。 

（申込先：瑞浪南部地域包括支援センター ☎ 68-8111） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

小雨決行・雨天中止☔ 

 

 

 

〔開催日〕6月 6日(日) 

〔集合・受付場所〕大川公民館 

〔受付時間〕8時 30分～ 〔スタート〕9時～ 

〔コース〕大川地区 約 5km 大川公民館をスタート＆ゴールとします 

〔駐車場〕こま犬駐車場をご利用ください（係員の誘導に従ってください） 

※スペースに限りがありますので、できるだけ乗り合わせてお越しください。 

 

〔参加資格〕 

☘健康な方、健康管理の出来ている方。 

☘小学生以下は保護者もしくは引率者と同伴してください。 

☘当日体調がすぐれない方は参加を見合わせてください。 

 

〔申込〆切〕5月 28日(金) 

当日の参加申し込みが可能ですが、ポールレンタルを希望される方は期日

までにお申し込みください。 

 

〔注意事項〕 

・各自コロナ対策をして感染症拡大防止に努めてください。 

・マスク着用のうえ参加ください。 

・小雨決行となりますが、参加の可否は各自で判断してください。 

・雨具、防止、飲み物等は各自で用意してください。 

・開催時の事故補償については、公民館が加入する行事傷害保険の範囲とし

ます。 

(申込先 陶公民館 ☎ 65-2112） 

 

 

 

 

 

 

以下の日時、陶公民館にて新型コロナウイルスのワクチン予防接種
が行われます。関係者以外の駐車はご遠慮ください。 

 

該当日 6月 5日(土)・6月 26日(土)  
関係者以外 終日 駐車禁止 

 

ご協力よろしくお願い申し上げます。 

 

🚓６月 青色防犯パトロール 巡回日🚓 

 

・ 2日(水)…保母、久保田、西尾、景山 

・ 9日(水)…伊藤(正義)、水野(雅)、加藤、中山 

・16 日(水)…市川、水野(恵)、水野(安)、中村 

・23 日(水)…阿部、伊藤(正男)、小木曽(隆)、野村 

・30 日(水)…村瀬、大澤、小木曽(久)、中嶋 

 

 

※原則毎週水曜日 

午後 3時頃から巡回。 

【 ６月 東濃厚生病院 巡回診療日 】  【サロン一歩 開催日】  
 

しばらくの間  

 中止 とします。  

 

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（5/1現在） 増減 

世 帯 数 1,393 -4 

人 口 

男 1,441 -3 

女 1,651 -3 

計 3,092 -6 

ニコニコ教室 大川公民館・水上公民館で 開催

令和 3年度 陶町街づくり推進協議会 役員 新緑を満喫 町民ウォーキング大会 参加者募集！

 

陶町ＨＰ 
ＱＲコード 

陶町 HP http://suechou.com 
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・診療時間 ： 14時～15時 30分 

・場 所 ： 陶コミュニティーセンター 駐車場 

・診療科目 ： 内科   ・診療予定人数 ： 5名 

・担当医：塚本英人先生 (東濃中部医療センター長) 

・お問合せ：東濃厚生病院 医事課 68-4111 

 

6月 13日(日)に予定していました『陶町内一斉清掃』は新型コロナウイルス感染防止対策の徹底に努め中止とします。 

 
ポールなしでの 
参加も OK! 

 
当日の参加 
申込も OK! 

ポールを使ってみたい方、
レンタルあります。 

新型コロナワクチン接種日 
陶公民館 駐車場利用について 



 ※ 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㈯ 

陶公民館 新型コロナウイルスワクチン予防接種 
（予約済の方のみ） 

講 ベンガラ染め Ａコース（10：00～12：30） 

6日㈰ 
町民ウォーキング大会（8：30受付、9：00スタート） 

資源回収 

11日㈮ 講 初夏の寄せ植え（19：00～21：00） 

12日㈯ 講 バランスボール教室（10：00～11：00） 

13日㈰ 
陶町内一斉清掃 ※中止 

瑞浪市主張大会 ※関係者のみ入場可 

15日㈫ 講 手作りジェル（19：00～21：00） 

19日㈯ 講 みそ玉作り（10：00～11：30） 

26日㈯ 
陶公民館 新型コロナウイルスワクチン予防接種 
（予約済の方のみ） 

新型コロナウイルス感染対策のため、中止・変更になる可能性があります。 

 

～Separate garbage according to type before throwing it away. 

地 区 資源ごみ 不燃ごみ 

猿 爪 15 日㈫ 21 日㈪ 

水上・大川 16 日㈬ 22 日㈫ 

 

 

 

 

 

～離れていても、様子がわかる～ 

ひとり暮らしの高齢者を見守る“見守りセンサー”で、離れて暮らす家族も

安否確認できるシステムを利用しませんか。 

万が一の事態防止を目的としたこのシステム。 

令和 4年 3月まで陶地区を対象に試行的に実施することになりました。 

 

主な機能 
 

 

 

 

 

 

 

 

｟利用できる方｠ 

・65歳以上のお一人暮らしの方 

（※ただし、要介護 1 以上の認定を受けている方は除く） 

・先着 25名 

｟利用料金｠ 

令和 4年 3月まで無料 

※令和 4年 4 月以降は、2,420 円／月（税込み） 

 

｟利用手続き｠ 

①瑞浪市役所 高齢福祉課に利用申請をし、決定を受ける。 

 ※この際、家族や親族、知人等の協力者の連絡先（メールアドレス）の登録が必要です。 

②見守りセンサーを設置。工事不要。コンセントに差し込んで完了！ 

③協力者（家族等）は、QR コードを読込めば、いつどこでも安否確認ができます。 

（問合せ先：瑞浪市役所 高齢福祉課 高齢者支援係 ☎ 68-2117） 

 

 

性別にかかわらず、全ての人が、家庭で、地域で、学校

で、職場で、それぞれの個性と能力を発揮して活躍でき

る「男女共同参画社会」を実現するためには、皆さん一

人ひとりの取り組みが必要です。 

 

令和３年度の男女共同参画週間キャッチフレーズ 

「女だから、男だから、ではなく、 
私だから、の時代へ」 

 

誰もが、自分らしい人生を送るためには、家庭、地域、社

会の中で互いを支え合うことが大切です。 

この機会に、「自分にできること」は何か、みんなで考えてみませんか？ 

（問合せ先：瑞浪市役所 生活安全課 ☎ 68-9748） 

  

 

「やねよ～り た～か～い こいの～ぼ～り～♪」 
 

幼児園の園庭に沢山のこいのぼりが揚がっています。こいのぼりが元気に風

に乗って泳ぐと「わあー、すごい‼」「やねよ～りた～か～い こいの～ぼ～

り～♪」と自然に子ども達の歓声や歌が聞こえ、ほっこりとした気持ちになり

ました。こいのぼりに向かってかけっこをしたり、すえっこタイムで元気にリ

ズムを踊ったり、楽しんでいます。 

そして 5月 6日に『こどもの日を祝う会』

を行いました。園長先生から、各部屋で子ど

もの日の由来

を聞き、遊戯室

に飾られた五

月人形を先生

たちと一緒に

見に行きまし

た。 

 

みんなが元気でたくましく、スクスクと育ってくれることを願いました。 

 

「夏野菜を植えたよ！」 
5歳児が園の畑に、トマト・ピーマン・オクラ・

ナス・キュウリ・パプリカの苗を植えました。水

やりなどお世話をしながら、どうやって野菜が生

長していくのか、野菜に興味・関心が持てるよう

にしていきたいと思います。今から収穫できるの

が楽しみです。 

 
 

 

瑞浪市民図書館だより オススメ！陶分室の本 

『還暦からの底力』 
（出口治明 著／講談社 刊） 

何かを知ることによって人生は楽しくなります。歴史や人物など幅広く

取り上げて元気に生きるヒントを指南。 

好きなことを追求して豊かに暮らしてみては。 

 

[4 月の陶分室 ◎貸出人数：15 人 ◎貸出冊数：44冊] 
 

 
 
 

～市民図書館 6 月の休館日～ 
7日㈪～11日㈮・14日㈪・21日㈪・28日㈪・30日㈬ 

 
☺ 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 ☺ 
 
 
 

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。 

6月 23日から 29日までは男女共同参画週間です 

高齢者 安心見守り支援事業 
「見守りセンサー」利用者募集 

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 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。 

５月のすえっこくんのおでかけはありませんでした。 

新型コロナウイルス感染防止対策として、今までのように新しい行動様式

を徹底継続してね。現在急増している変異株への対応にも、 

「マスク着用」 「手指衛生」 「三密回避」 「体調管理」を心がけた感染防
止対策が必要だよ。みんなで一層の感染予防に努めよう！ 

暑さ対策をして 
マスクは必須 

消毒も忘れずにね！ 具合が悪くなったら
無理せず休養しよう 

見守り機能 
人感センサーにより感知。 

“もしも”の事が起きた際

に気づくことができ、家族

等の協力者も簡単に安否確

認ができます。 

アラート機能 
12 時間センサーに反応がな

い場合、家族等の協力者に

メールでお知らせ。生活リ

ズムの異変に気付くことが

できます。 

相談機能 
“お困りごと”ボタンを押

すと、家族等の協力者にメ

ールで送信。状況に応じた

対応が可能です。 

見守りセンサー 
コンセントにさすだけで設置完了 

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

