
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  ／  📠 62-0004 ] 

 

令和 3年 8月号 NO.510（ ）                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【暮らしの歳時記（８月）】ご先祖様を供養する日本の伝統行事の一つであるお盆。陶は 8 月盆です。13 日に迎え火を、15 日または 16 日には送り火を焚くお家もあるのでは。迎え火はご先
祖様が自宅に帰ってくるとき道に迷わない目印に、送り火はあの世に無事戻れるようにあの世への道を明るく照らすためのものです。ご先祖様はキュウリの馬に乗り、ナスの牛に荷物を
載せてあの世とこの世を行き来するとのこと。お供え物と一緒に“キュウリの馬”と“ナスの牛”の用意もお忘れなく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陶地区開催日 9 月 3 日(金)18：30～20：00 

 

今回はテーマに沿って開催します。 

テーマ「東濃厚生病院と土岐市立総合病院の再編について」 

瑞浪市、土岐市及び JA 厚生連では、将来にわたるこの地域の医療

体制を確保することを目的に、東濃厚生病院と土岐市立総合病院

の統合による新たな病院の設立に向けて準備を進めています。

病院統合の必要性とこれまでの検討状況などについてご説明し

ます。 

 

※新型コロナウイルス感染症対策として、氏名等の記入や体調確認を実施する予定です。 

※入場定員（50名程度）を超える場合、入場できないことがあります。 

※コロナウイルスの蔓延状況、天候等の事情により日程が変更される場合があります。 

 

お問合せ先 👉 瑞浪市役所 企画政策課 企画政策係 ☎ 68-9740 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陶ことぶき座映画会 入場整理券配布中！ 

✥上映作品「引っ越し大名！」 

主な出演者：星野源、高橋一生、高畑充希 他 

✥上映日：8 月7 日(土) 

開場 13時 00分～ 

上映開始：13時 30 分～（上映時間 120 分） 

✥会場：陶公民館 多目的ホール 
 

◎整理券はお一人様 2枚までお渡しできます。 

◎テレビとは違う、大画面で映画をお楽しみください！ 

 

※陶公民館では、新型コロナ感染症対策を行ったうえで 
上映をいたします。皆さま安心してお越しください。 

 

🚓８月 青色防犯パトロール 巡回日🚓 

 

 

８月は夏休みのため実施しません。 
 

 

 

※原則毎週水曜日 

午後 3 時頃から巡回。 

【 8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。  

 

陶町の人口（7/1現在） 増減 

世 帯 数 1,385 -1 

人 口 

男 1,435 -3 

女 1,638 -3 

計 3,073 -6 

市長と語る会～陶地区～ 開催のお知らせ 

高齢者は一般的に暑さや寒さを感じる機能が

低下していることが多く、気温が高い環境でも

暑さを感じず、自覚症状がないまま熱中症が進

行するため特に注意が必要です。一人暮らしの

方、日中一人になる方には、ご近所さんがこま

めに声掛けをする、ご家族が電話などで連絡を

とるなどして、予防しましょう。 

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 

 

まさか!?  になるなんて!! 

熱中症予防×コロナ感染防止「新しい生活様式」を意識して健康な夏を過ごしましょう☺ 

マスク着用により熱中症のリスクが高まります。 

マスク着用時は… 

●激しい運動は避けましょう 

●のどが渇いていなくてもこまめに水分補給をしましょう 

●気温・湿度が高い時は特に注意しましょう 

 

悪天候等により、警報が発令された場合または、陶町対象に避難指示が出され陶公民館が避難所として開設する場合、陶公民館・体育室の一般利

用を中止させていただきますこと、ご了承ください。防災ラジオ、防災無線、絆メール（LINE）などの防災情報に注意して対応ください。 

ご協力、よろしくお願いします。 

熱中症警戒アラート・暑さ指数に注目!! 
熱中症警戒アラートは、熱中症の危険性が極めて高い暑熱環境

になると、予想日前日の 17 時、または当日 5 時を目安に発表

されます。 

 また、“暑さ指数*（WBGT）”が高いほど熱中症にかかるリ

スクが高くなり、28（厳重警戒）を超えると熱中症患者が著

しく増加します。熱中症対策を行う一つの手段として暑さ指

数にも注目しましょう。特に蒸し暑い日は、暑さ指数が上がる

可能性があります。 

朝夕は比較的涼しい陶町。 
朝涼しいからといって、換気
せずそのまま部屋にいると… 

知らないうちに室温がどんどん
上がり、気づいたら熱中症!?な
んてことも…！ 

20 分おきくらいに水分補給

するのがオススメ☺ 
 

マスクは必要だけど、夏は顔や口に熱
がこもり、熱中症になりやすいよ。 
・人との距離が取れる場所ではマス
クを外して休憩する。 

・外出時には水分を用意してこまめ
に水分補給 

・マスクをして大きな負荷がかかる
運動や作業はなるべく避ける 

など心がけてね。 

 

高齢者は特に注意 

「熱中症警戒アラート」画面 

（参考例） 

そもそも 

暑さ指数（WBGT）って何？ 

気温・湿度・輻射熱（地面や建物から

出る熱）のそれぞれの計測値を計算

して出される値です。中でも、湿度は

高くなると身体からの汗が蒸発しに

くくなるので特に重要視されます。 

単位は温度と同じ「℃」になります

が、温度とは異なります。 



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。 

日・曜日 行 事 内 容 

4日㈬ 陶町連合区会（19：00～） 

7日㈯ 陶ことぶき座映画会（13：00開場、13：30上映開始） 

13日㈮ 陶祖祭 ※関係者のみ 

15日㈰ ※中止 猿爪区夏まつり 

21日㈯ 陶公民館 新型コロナワクチン予防接種 （予約済の方のみ） 

22日㈰ 
講 夏休み親子で工作!!  

*ヒノキのうちわ（10：00～）  *モザイクタイル（11：00～） 

27日㈮ ※中止 お年寄りと子どもの夏まつり 

28日㈯ 講 ヨーグルトで作ろうかんたんティラミス（13：00～15：00） 

29日㈰ ※中止 消防団市長特別点検 

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 17 日㈫ 25 日㈬ 

水上・大川 18 日㈬ 26 日㈭ 

 

 

 

 

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。接種対象者、接種関係者以外の駐車はご遠慮ください。 

該当日 8月 21日(土) 8：30～17：00 
接種対象者・接種関係者以外  駐車禁止 

 

 

 

 

～陸上競技～ 

《中学生》 

第 67 回全日本中学校通信陸上競技 岐阜県大会 

女子共通 四種競技 優勝 瑞浪南中学校 3 年生 安藤心菜さん 

 
第 43 回 東海中学校総合体育大会 出場決定！
瑞浪南中学校 3年生 安藤心菜さん 種目：200m 

(東海大会は 8月 7日に静岡県にて開催予定） 

 

《高校生》 

第 64 回 東海陸上競技選手権大会 出場決定！ 

県立中津商業高等学校 2年生 水野 歩さん 種目：円盤投 

（東海大会は 8月 21日・22日、長野県にて開催予定） 

 

 

 

 

Instagram(ｲﾝｽﾀｸﾞﾗﾑ)に“#いいかも瑞浪”をつけて投稿しよう!! 

瑞浪のいいとこ見つけてインスタ発信。瑞浪市や陶町のいい

とこどんどん広めよう！ 

応募期間：令和 4年 1月 3日(月)まで 

入賞者には… 

☆いいかも瑞浪賞 3万円相当の豪華副賞をプレゼント。 

その他、入賞など多数用意あり。 

 

お問合せ先 👉 瑞浪市役所まちづくり推進協議会連絡会事務局 ☎68-9756 

 

 

 
主催：みずなみ盛り上げ隊（※市内有志でつくる団体です） 

 
コロナ禍の自粛で当たり前の生活が送れなくなっている状況
下、“みずなみ盛り上げ隊”の皆さんが瑞浪に元気を届けた
いという思いで夜空に花火を打ち上げます。 
市内全域 10 か所にて同時打ち上げ予定。打ち上げには陶町
民の方も協力。 
 

日時：8月 21日(土) 20時から 約３分間を予定 
陶地区打ち上げ箇所：猿爪地区内 

 
人をつなぎ、未来へつながる花火が夏の夜空を彩ります。 
みなさん、8月 21日の夜空をご覧ください。 

  

 

すえっこウォーターランド 楽しいね‼ 
 梅雨明けが待ち遠しいこの時期。幼児園では

雨間をみながら、初夏の遊びを思いっきり楽し

めるようにしています。 

『あわあわランド』では、石鹸を削り水の量

を調節して入れ、泡だて器で根気強くあわ立て

て、ケーキ作りをしています。マリーゴールド

やクローバーなどの草花をすりこぎで擦って

泡立てた石鹸クリームに色をつけると「オレン

ジケーキになった」「抹茶ケーキだよ」と子ども

同士イメージを膨らませながら、作りあげる姿

が見られます。 

 

『水鉄砲ランド』

では、みんなで作ったお化けの的に向けて水を

かけたり、保育者や友達と「キャーッ」と歓声を

あげながら水をかけ合い、楽しんでいます。 

『魚釣りランド』では、5 歳児が中心に工夫しな

がら作った魚を磁石のついた釣り竿で釣るのを

楽しんでいます。 

『ウォータースライダー』では、全身で水の心地

良さを味わっています。 

これから益々、ダイナミックにどきどきわく

わく楽しんでいきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瑞浪市民図書館だより オススメ！陶分室の本 

『和のカラフル切り絵』 
（ ゆまあひ maki 著   誠文堂新光社 刊） 

黒い紙を切って好きな色の和紙などをはめ込んで作る

カラフル切り絵。伝統模様や四季の模様など様々なデ

ザインが目を楽しませてくれます。 
 

6 月の陶分室 

◎貸出人数：9 人 ◎貸出冊数：27冊 
 

～市民図書館 8 月の休館日～ 
2日㈪、10日㈫、16日㈪ 
23日㈪、30日㈪、31日㈫ 

 
☺小学生対象課題図書、陶分室にて貸し出し取扱中。 
ただし、貸し出し期間１週間となります。 

 
 
 
 
 

      

第 12 回 陶与左衛門窯まつり中止のお知らせ 

令和 3年 9 月 19 日㈰に開催を予定していました、『第 12回陶与左衛門窯
まつり』につきましては、新型コロナウイルスの過去の感染状況・今後の終
息状況を鑑みて、中止といたします。 

 
 
 夜空を彩る「つながりの花火」開催 

Instagram コンテスト「#いいかも瑞浪」 

 

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。 

 

8 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。 

7 月のすえっこくんのおでかけはありませんでした。 

新型コロナワクチン接種日  陶公民館駐車場利用について 

と輝く陶町民～KIDS編 

おまつりは中止だけど、登り窯の焼成は予定ど

おり 9月 16日㈭～20日㈪に実施するよ。 

薪入れ体験や見学はできるから、みんな見学に

来てね。夜の窯の様子は、とってもきれいだよ。

あ、マスクは忘れずにね！ 

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

