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【暮らしの歳時記（12月）】 12月は冬至。冬至には「ん」のつくものを食べると「運」が呼びこめるといわれています。にんじん、だいこん、れんこん、うどん、銀杏、金柑…
など。「ん」のつくものを 「運盛り」といって縁起をかついでいます。かぼちゃは「なんきん」で「ん」がつきます。運盛りだけでなく、旬の食べ物を美味しくいただき、栄
養をつけて寒い冬を乗り切りましょう。 

 

 

蔵出し市 開催しました 

11月 20日㈯・21日㈰、陶与左衛門窯で年に一度の蔵出し市が

開かれました。 

9月に焼成を行い、その際に焼かれた作品もお値打ち価格で並

び、訪れたお客さんは一つ一つ手に取り、気に入った作品を購

入していました。 

 

 

 

 

 

工房の中では作り手によって表情が異なる、素朴でかわいら

しい陶器製のお雛様や、数々の市美術展で賞を受賞した作者

の作品も販売されました。普段使いの器から、飾って楽しめ

る作品など、幅広い作品が並ぶ蔵出し市でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の蔵出し市の様子は、おりべネットワークの『おりべニ

ュース』・『週刊おりべニュース』で放送予定となりました。 

（放送日：11 月 22 日㈪・27 日㈯・28 日㈰） 

 

 

11月 17日㈬、陶寿大学では秋の健康ウォーキングを行い、9名の学生さんが

参加しました。 

コロナの影響もあり、バスを利用しての移動や一緒に食事をすることができ

ないため、近隣でも楽しめるよう公民館を発着とし、猿爪宮町の水源地の手前

で折り返すコースをウォーキング。 

当日は雲一つない絶好のウォーキング日和

となり、皆さん紅葉した樹木を観ながらのん

びりと歩くことができました。 

休憩時には、近くにお住いの方から干し柿

をいただくなど、思いがけないお土産付きの

ウォーキングとなりました。 

コロナ禍であっても、お互いが気をつけて

無理のない範囲で、これからも活動していき

たいと思います。 

 

  

 

来年は寅年！ 年女・年男 掲載ご協力のお願い 

陶コミュニティー通信新春号に掲載する『年女・年男！』のコーナーに

ご協力いただける方を募集します。 

個人はもちろん、グループやお友達、ご家族でのご協力大歓迎！ 

●掲載内容：顔写真、新年の抱負 など 

 

ご協力いただける方は、陶公民館（☎ 65-2112）までご連絡を。 

又は、直接窓口までお越しください。皆様ご協力よろしくお願いします。 

  

 

年末年始にピッタリな講座のご案内☺ 

 

⚙親子でクリスマスケーキ作り（講師:土本美香先生） 

 ・開催日時 12月 25日㈯ 13時～ 

 ・会 場 陶公民館 調理室 

 ・定 員 小学生以上の親子５組 

 ・材料費 1,500円(当日徴収) ※受講料無料 

 ・持ち物 ケーキにデコレーションしたいもの、 

エプロン、三角巾、手拭き用タオル 

（申し込み〆切 12月 17日㈮17時） 

 

⚙お正月の寄せ植え（講師:園芸サポーターさん） 

・開催日時 12月 26日㈰ 13時～ 

 ・会 場 陶公民館 会議室  ・定員 10名 

 ・材料費 1,500円 ・受講料 500円 (計 2,000円 当日徴収) 

 ・持ち物 エプロン、汚れてもよい手拭き用タオル、持ち帰り用の入れ物 

（申し込み〆切 12月 15日㈬17時） 

 

 

 

 

 

●落語会はコロナ対策を行ったうえで開催いたします ●ご来場の際はマスクの着用をお願いします 

●ご自身の体調を考慮のうえご来場ください 

 

 

🚓12月 青色防犯パトロール 巡回日🚓 

 

・1 日㈬…保母、久保田、西尾、景山 

・9 日㈭…伊藤(正義)、水野(雅)、加藤、中山 

・15 日㈬…市川、水野(恵)、水野(安)、中村 

・22 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 

【 12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（11/1 現在） 増減 

世 帯 数 1,380 -1 

人 口 

男 1,418 -6 

女 1,624 -12 

計 3,042 -18 

陶寿大学 健康ウォーキングにお出かけ 陶公民館 年末・年始講座 開講案内
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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 

 

↖苔玉などを飾る器。 

色も形も種類豊富にありました。 

隠れた人気  → 

朝採れ新鮮野菜の

販売 

↑残念ながら非売品 味わい深い手作りの作品がずらり。 

200円から販売。 
↑やさしい色合いのお雛様 

素敵なケーキが出来ます♥ 



 ※ 講 は公民館講座を表します。 

日・曜日 行 事 内 容 

3日㈮ 講 ワイヤークリスマスリース(19:00～) 

5日㈰ 陶町 あ・うん落語会(開場 13:30、開演 14:00～) 

11日㈯ 講 バランスボール教室(10:00～11:00) 

21日㈫ シニアのための初めてのスマホ体験講座(13:30～) 

25日㈯ 講 親子でクリスマスケーキ作り(13:00～) 

26日㈰ 講 お正月の寄せ植え(13:00～) 

28日㈫ 消防団年末特別夜警 

※青色防犯パトロール実施日、東濃厚生病院巡回診療、サロン一歩の予定は表面に掲載し

ています。 

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。 

 

～Separate garbage according to type before throwing it away. 

地 区 資源ごみ 不燃ごみ 

猿 爪 14㈫ 20㈪ 

水上・大川 15㈬ 21㈫ 

 

 

   令和４年 ４月より 

可燃・不燃ごみ袋の価格 と 持込処分費用が変わります 
可燃ごみ袋は、中サイズが新たに登場 

 

 

◆ごみ袋価格◆ 

 サイズ 等 新 

可燃ゴミ用 

ごみ袋 

大 20枚・920円 

中 20枚・720円 

小 20枚・520円 

不燃ゴミ用 

ごみ袋 

大 10枚・460円 

小 10枚・260円 

シール 5枚・460円 

・新ごみ袋は令和 4年 4月から販売されます。 

・旧ごみ袋は令和 4年 3月まで販売され、令和 4年 6月まで利用できます。

令和 4年 7月からは旧ごみ袋が使用できなくなるため、“買いだめ”をし

て手元に残っても市収集用には使用できません。ご注意ください。 

 

◇持込処分費用◇ 

 新 

可燃・不燃ゴミ共通 10kgごと 60円 

 

お問合せ先：瑞浪市役所 環境課☎ 68-9806 
 

 

 

 

スマホを持っていなくても大丈夫 市内在住 65歳以上の方対象！ 

 

新型コロナの影響で外出しづらい…、みんなと気軽におしゃべりができな

い…、まだまだ外出は躊躇してしまう…、そんな日々が続く中、新しいコミ

ュニケーションの取り方を体験してみませんか。 

今回シニアの皆さん向けのスマートフォン教室を開催。今まで触ったこと

のない方、“ガラケーでいいわ”という方も、お気軽に参加してください。

スマートフォンは教室で準備します。 

 

■日時：令和 3 年 12 月 21 日㈫ 13：30～15：30 

■会場：陶公民館 2 階 多目的ホール 

■内容：・スマートフォンって何だろう？ 

・スマートフォンを体験しましょう 
基本操作、文字の打ち方、写真、 
LINE を使ったコミュニケーションなど 

■対象：市内在住の 65 歳以上の方 

■定員：10 名～15 名 

■参加費：無料 

 

※営業・販売目的の教室ではありませんので安心してご参加ください。 

 

 お申込み・お問合せ先 👉 瑞浪市社会福祉協議会 ☎ 68-4148  

  

 

遠足楽しかったよ！  
1０月 26 日（火）は陶幼児園の遠足でした。5歳児ぞう組はバスに乗って

「かかみがはら航空宇宙博物館」へ、3,4 歳児うさくま組は園の周辺を回って

小学校へ、未満児ひよこ組は園周辺へ出かけました。 

ぞう組は、パブリックビューイングで種子島宇宙センターより打ち上げられ

るロケットの感動的な瞬間に立ち会えました。また、国際宇宙ステーション日

本実験棟の『きぼう』の中に入り、歴代の宇宙飛行士のパネルを見たり、宇宙

服から顔をのぞかせたり、目を輝かせながら様々な種類の飛行機を見たり、素

晴らしい実体験ができました。 

うさくま組は、4 歳児のお友達が優しくリードしな

がら 3 歳児のお友達と手を繋いで歩きました。自然物

ビンゴをしながら、ススキやドングリ・マツボックリ

など自然物をいっぱい見つけることができました。 

ひよこ組は園周辺を歩いた後、園内のハロウィンコ

ーナーでたくさん遊び、ゆっ

たり過ごしました。 

そして子ども達の一番の

楽しみはお家の方が早起きし

て作ってくれた「お弁当」。遠足に行く前から「お弁

当いつ？」と話す子もたくさんいました。 

どのクラスの子どもたちも、遠足を通して秋の自然や飛行機・宇宙に興味、

関心を広げたり、公共や交通ルールを守りながらたくさん歩いたり、友達との

関わりを広げたり、わくわく・どきどきの体験から、たくさんの思い出を作る

ことができました。 

 

 

 

 

 

『美しい和菓子の図鑑』（二見書房 刊） 

和菓子をいろいろな観点から楽しむ本です。おもしろい風習で

は、男性の厄年に、42個の団子を食べるところがあるそうです。

季節を感じながら美麗なイラストを楽しんでください。 
10 月の陶分室 ◎貸出人数：13 人 ◎貸出冊数：53冊 

 
～市民図書館 12 月の休館日～ 

6日㈪、13日㈪、20日㈪、24日㈮、27日㈪～31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。 

シニアのための 初めてのスマホ体験講座

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。 

12 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。 

（11 月） 

瑞浪市民図書館だより オススメ！陶分室の本 

イベントがなくてなかなかみんなに会えないけど、 
コロナの感染にも気をつけながら、 

インフルエンザにも注意して風邪ひかないようにね。 
うがい・手洗い 忘れずに。 
これからクリスマス、お正月と楽しいイベントが盛りだくさん！ 
でも、コロナウイルスが消えたわけじゃないから、 
みんな油断しないで楽しんでね！ 

すえっこくん より 

Merry Christmas & Happy New Year 

 新サイズ 

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

