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【暮らしの歳時記（10 月）】10 月は神様が総本山の出雲大社へ出向くため地元を留守にします。これは「神無月」と言われる所以です。神様は出雲大社に集まり、縁結びの相談、酒造
り、農作物の収穫や漁労など、一年間の神議り（かみはかり）をするために集まるのです。“じゃあ、秋祭りの時に神様は留守？”と思いますよね。大丈夫、ちゃんと地元には留守を護る
“留守神様”（恵比寿神、金毘羅神、竈神、道祖神など）がいらっしゃいます。今年も地元の秋祭りは神事のみとなりますが、お時間のある時に秋の収穫に感謝して地元の神社にお参りに
でかけてみてください。

■9 月 16 日(木)午前 9 時、今年で 18 回目になる陶与左衛門窯への火入れが
行われました。
■今回は、新型コロナウイルス感染
症の影響により、講座開講の制限
や、作陶体験では一度に大人数の受
講者を受け入れることができない
など、思うような制作活動ができな
い状況でした。
そんな中ではありましたが、約
3,000 点の作品が窯に詰められ、
20 日(月)の午後、無事焼成を終え
ることができました。

■焼成は、17 団体の協力を得て交代制で行いました。同級生の集まり、陶芸愛好
家のグループ、陶町の地元団体と様々です。
各団体が 6 時間ずつ窯の番をして、窯の温度を確認しながら薪をくべます。
1,200℃近くになる窯の前での作業は容易ではありません。
夜中や日中の暑い中、また台風も重なった今回の焼成作業、本当にお疲れ様で
した。
《焼成にご協力いただいた団体》 ※順不同・敬称略
丑寅会（24・25 年生まれ）／タイガーラビット（25・26 年生まれ）／26・27 年生まれ／27・28 年生まれ
／28・29 年生まれ／29・30 年生まれ／羊猿会（30・31 年生まれ）／申酉会（31・32 年生まれ）／32・
33 年生まれ／33・34 年生まれ／34・35 年生まれ／大川こま犬の会／恵那陶磁器工業組合／多
治見工業高校専攻科／土岐陶芸愛好会／陶町明日に向って街づくり推進協議会／陶町街づくり与左
衛門部会

■台風の影響もあり、例年よりは焼成の見
学も少なめでした。訪れた方には“希望の
薪”に自身の願いを書いてもらい、登り窯に
投げ入れる焼成体験をしていただくことが
できました。
最終段階では、第 6 房の後方から炎が噴き出
します。佳境に入る状態です。

《初参加 34・35 年生まれの皆さん》

■焼き上がった作品は、9 月 26 日(日)午前 9 時より窯出し作業を行い、作り手
の皆さんは作品の出来栄えに一喜一憂していました。

すごい迫力!!

と輝く陶町民～ＫＩＤＳ編

瑞浪市科学作品金賞受賞

第 65 回瑞浪市科学作品展の審査会が行われ、陶町から陶小学校 4 年生加藤穂高さん、瑞浪南中学校 1 年生加藤琉希さん 2 名が金賞を受賞されました。
■加藤穂高さん（陶小学校 4 年生）
テーマ「へそで茶をわかす!?～自然の力でお湯をわかそう!!」
穂高さんのお父さんが登山に出掛けた時、お湯を沸かす道具を忘れて食事が
できないことがあったそう。これを聞いて「火を使わずに、自然の力でお湯を沸
かすことができないか試してみよう！」と思い実験開始。
オリンピックの聖火台の形を参考にして光を集め、中心に缶をセット。缶は何種
類か色を塗って、一番温度が上がる色を選びました。
最終的には出来上がった装置を使い、気温
30℃以上の炎天下で試したところ、83℃の
お湯となり、そのお湯でカップラーメンを作り美味しくいただいたそうです。
今回の研究で、工夫次第で身の回りにあるものを代用できると気づいた穂高さん。
まだまだ実験したいことはたくさんあるらしく、来年も頑張っていろんな実験をした
いと話してくれました。

■加藤琉希さん（瑞浪南中学校 1 年生）
テーマ「ビタミンＣの秘密を探る」
きっかけは、柑橘類が大好きだったこと。「この酸っぱさは、甘い果物とどう違
うのか？」大好きな柑橘系フルーツ、酸味の強いレモンはビタミンＣが豊富。
「じゃあ、ビタミンＣが酸っぱくて美味しいことに関
連してる？」という疑問からビタミンＣに着目して
研究にとりかかったそうです。ビタミンＣにはどん
な役割があるのか、食べ物（特に野菜と果物）や飲
み物に含まれるビタミンＣの量は？色にも関係す
るのか？などを研究し、ビタミンＣの含有量につい
て、自身なりの結論を導きだされました。
次回は、飲み物に含まれるビタミンＣの量や、野菜
などは生産地や収穫時期で異なるのか、などを調
べてみたいとのことでした。

👈穂高さんが製作した実験装置…傘の裏側にアルミホイルを
貼り、光を反射させ、中心にある水の缶を温めてお湯ができました。
★実は実験のきっかけがもうひとつあった!?
“へそで茶を沸かす”という慣用句を知り、「おなかの上でお湯が沸いたらおもしろい！」と思った
ことも、この実験のきっかけになったそうです。

🚓10 月 青色防犯パトロール 巡回日🚓
・ 6 日㈬…保母、久保田、西尾、景山
・14 日㈭…市川、水野(恵)、水野(安)、中村
・20 日㈬…阿部、伊藤(正男)、小木曽(隆)、野村
・29 日㈮…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
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今年度の作品出展数は、小学校 246 点、中学校 42 点。うち、金賞受賞者は小
学校で 8 点、中学校で 4 点でした。その後金賞作品は東濃地区審査会に出品さ
れました。

10 月 東濃厚生病院 巡回診療日 】
・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)

【サロン一歩 開催日】
しばらくの間

中 止 とします。

・お問合せ：東濃厚生病院 医事課 68-4111

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

「おまつりたのしかったね！」

2 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）
3 日㈰ 水上神社秋季例大祭 ※神事のみ
10 日㈰ 大川八王子神社秋季例大祭 ※神事のみ
16 日㈯ 陶町文化祭（9：00～18：00）
17 日㈰

陶町文化祭（9：00～16：00）
サニーヒルズ祭 ※中止

23 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）
24 日㈰
31 日㈰

猿爪区天神社秋季例大祭 ※神祀のみ
ふれあい広場 ※中止

新型コロナウイルス感染対策のため、各行事中止・変更になる可能性があります。

８月 3１日に陶幼児園の『夏まつり』を開催しました。
例年だと 8 月末に社協陶支部、児童館、地域の皆様、そして園の子どもた
ちと保護者の皆様に参加していただき盛大に行われる『お年寄りと子どもの
夏祭り』ですが、緊急事態宣言が発令し、コロナウイルス感染症予防の観点か
ら、昨年度に引き続き「中止」となってしまいま
した。こうした中でも子どもたちが楽しみ、笑顔
が見られるようにと、園の子どもたちだけで夏祭
りを行うことにしました。社協陶支部さんから、
参加できない分、子ども達の為にと机を２脚プレ
ゼントしていただきました。本当に陶町の地域の
素晴らしさ・あたたかさを感じます。ありがとう
ございました。

陶公民館 駐車場利用について
当日は♪月夜のポンチャラリン♪の盆踊り
を踊った後、
「ゼリー屋さん」
「ヨーヨー風船屋
さん」「景品屋さん」の３つのお店をクラスの
お友達とまわり、一緒に楽しみました。子ども
たちは「楽しかった！」「もっとやりたかっ
た！」「毎日おまつりでもいいね！」など会話
を弾ませていました。
幼児園の子どもたちはどきどきわくわく、貴
重な体験を味わうことができました。

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 10 月 2 日(土) ・23 日(土)

接種対象者・接種関係者以外 終日 駐車禁止
～Separate garbage according to type before throwing it away.

地

区

資源ごみ

不燃ごみ

猿 爪

13 日㈬

25 日㈪

水上・大川

14 日㈭

26 日㈫

《ゴミ出しワンポイント

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。

ビン

の出し方》

資源ゴミで出せるビンは飲食用に限り、以下の種類です。
👉茶色、無色透明、青色、緑色、黒色、リターナブルビン
一升瓶は茶と緑のみ、ビールビン大
●プラスチック製のフタやキャップは可燃ゴミです。
●飲食用でも汚れのひどい油ビンは出さないでください。
●化粧品ビン、経口薬以外の薬ビンは無色透明や茶色のものでもダメ！
●ジュースのビンは飲料用でもキャップが取れないならダメ！
これらは 不燃ごみ です！（一例）
外用薬（飲用しない薬）のビン／化粧品ビン／香水ビン／キャップの取れないビン
／コップ／陶磁器製品／芳香剤／ほ乳ビン 他、板ガラス、汚れの酷いビン など

瑞浪市民図書館だより

『スイート・スイート・クラシック』

ゴミ出しに迷ったら、「瑞浪市 家庭ごみの分け方・出し方 便利帳」で今一度
確認してから出してください。

（ 三浦裕子 著 ／ アルテスパブリッシング 刊）
クラシック音楽とそれに関わるお菓子の歴史について紹介した本。
音楽を聴きながらお菓子を食べて気分は中世ヨーロッパ。味覚と
聴覚が刺激される 1 冊です。

介護予防教室「元気ノリノリ体操」参加者募集

リズミカルな曲に合わせて、体を動かしませんか？ 椅子に座って行う体操なの
で、膝の痛い方や腰の痛い方でも無理なく体を動かせますよ。
楽しく汗をかきましょう！

8 月の陶分室

◎貸出人数：19 人 ◎貸出冊数：70 冊

～市民図書館 10 月の休館日～
4 日㈪、11 日㈪、18 日㈪、25 日㈪、29 日㈮

☆開講日時：

11 月

日にち
4 日㈭

時 間
13：00～14：30

☺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。

18 日㈭

12 月

2 日㈭・16 日㈭

1月

6 日㈭・20 日㈭

オススメ！陶分室の本

13：20～14：30

☆会場：陶公民館 多目的ホール
☆対象：陶地区にお住まいの 65 歳以上の方
☆定員：15 名（定員に達し次第申込みを締切ります）
☆持ち物：フェイスタオル、水分補給用飲料、マスク（着用してきてください）
☆申し込み先 👉 瑞浪市南部地域包括支援センター ☎ 68-8111

（9 月）

■9 月は緊急事態宣言発令のため、すえっこくんは県をまたぐおでか
け、不要不急のおでかけはしませんでした。
10 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…
*コロナウイルス感染拡大状況によっては、日程の変更・中止の場合もあります。
*お申込みされた方には、持ち物・日程表などを後日改めて郵送します。

※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。

陶公民館講座 開講日時変更のお知らせ
以下の講座の開講日を変更します。受講申し込みされた方はお間違いのないよう参加ください。会場の変更はありません。
🌸ローゼル講座「ローゼルの塩漬けとジャム」
9 月 25 日㈯10：00～12：30

10 月 9 日㈯10：00～12：30

🌸ドライハーブ＆スパイスで作るリース
9 月 28 日㈫ 19：00～21：00

10 月 12 日㈫18：30～19：50

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。

