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【暮らしの歳時記（３月）】 3月 14日はホワイトデー。バレンタインにチョコを贈るのも日本独自のことですが、お返しまできっちり決めているのは世界でも珍しいことです。日本では贈り物やお祝いに
対してお返しをする習慣があり、 “もらいっぱなし”では心苦しいと感じる男性が多かったそうです。そこで、お菓子業界がバレンタインのお返しを提唱し、1か月後を「ホワイトデー」として定着させてい
きました。人気のプレゼントはダントツでスイーツが人気！おいしいのはもちろん、かわいらしくフォトジェニックな見た目のプレゼントが選ばれています。 

 

 

 

瑞浪市インスタグラムフォトコンテスト 

“#いいかも瑞浪”大賞(連絡会長賞)受賞 

加藤幸枝さん(陶町大川在住) 
 

まちづくり推進協議会連絡会事業としてインスタグ

ラムのフォトコンテストが開催され、応募作品約

600 件の投稿作品の中から、陶町の加藤幸枝さ

んが大賞を受賞されました。 

 

作品に収められたのは、陶与左衛門窯の焼成の

様子です。毎年 9 月に行われる陶与左衛門窯の

焼成に加藤さんも参加され、夜通しの作業をしな

がらシャッターチャンスを待ち続けて撮影。 

「三か所の噴き出し口から同時に炎が噴き出す瞬

間をとらえるのはなかなか難しかった」と話してくれ

ました。ちなみに、この日の焼成当番の時間は、

夜中の 12 時から朝の 6 時まで。大変な作業で

す。 

 

大賞としての審査評は「炎の様子がよく表現されていた。アングルが画期的だっ

た。」と選出者からのコメントでした。 

中日新聞 2021年度 

小学生の部「新聞切り抜き作品コンクール」優秀賞受賞 

陶小学校 5年生 築山心碧さん 

今回、中部 7 県の小中高校生から応募が約 3,303 点あり、小学生
の部で優秀賞を受賞。 
「新聞切り抜き作品」は、毎日の新聞から興味や関心のある記事をテ
ーマに沿って集め、模造紙に貼り付け自身で見出しや感想を書き入
れて作る“世界で一つだけの新聞”です。 

 
築山さんが選んだテーマは陶町の産業である『陶
磁器』。“陶が陶器の町なので、陶器のことを知り
たい”と思い、このテーマに決定し、記事集めを夏
休みに入る前から開始。陶器の魅力、陶器に関
わる人、芸術作品の陶器、陶器販売について…
など関連記事を選んで集め、陶磁器の現状につ
いて、様々な視点から知ることができたそうです。 
 

中でも陶器の原料不足に関する記事については、「大変だけど問題を解決して、形を変え
ながら陶磁器産業が発展していけばいいと思う」とお話してくれました。 
新聞を読むことで地域の情報を知ることができ、長文などを読むことにも慣れたとのこと。
これからも新聞を読んで、知識を身につけ、いろんな考え方ができるようになりたいと、新
聞を読むことの大切さも教えてくれました。 

  

 

 

令和 3年中所得の申告相談会 陶会場は以下の日時で開催します。 

 

〔日時〕 3月 1日㈫・2日㈬ 両日とも 9：00～15：00 

〔場所〕 陶公民館 2階 多目的ホール 

 

※「確定申告の手引き」など、申請用紙につきましては、

陶コミュニティーセンターに設置してありますので、必要

な方は窓口までお越しください。 

※混雑具合によっては、予定時刻より早めに受付を

終了する場合があります。 

※マスク着用での入場・検温等、館内のコロナ対策へ

のご協力をお願いします。 

 

★詳細は「広報みずなみ 2月号」P.4～P.7 をご覧ください。 

 

【参考】 瑞浪市役所では以下の日時に開催します。 

〔日時〕2 月 16 日㈬～24日㈭、3 月 7 日㈪～15 日㈫ 平日のみ 

各日 9：00～16：00 

〔場所〕瑞浪市役所 2階 大会議室 

※市役所の開錠時間は 8：15です。開錠前は入れません。 

 

お問合せ先：瑞浪市役所 税務課☎ 68-9751 

  

 

講師：めだかの会さん 

親子で一緒に楽しめるリズム講座を開催します。 

ピアノ演奏や音楽にあわせて自由に歌って踊って動いて楽しみましょう。 

お気軽にご参加ください。 

✿日時：3月 29日(火)10:30～11:30 

✿場所：陶公民館 2F 多目的ホール 

✿受講料：無料 

✿持ち物：ヨガマットまたは大きめのバスタオル 

✿定員：未就学児(小学校入学前)の親子 10組まで 

 

★お申込みの際は… 

①保護者名 ②お子さまのお名前・年齢 ③住所 ④連絡先電話番号 

をお知らせください。 

（申込期日 3 月 18 日(金)） 

 

※お子さんは、未就学児を対象とします。きょうだいでの参加も可能です。 

※大人は必ずマスクを着用してください。お子さまで、マスク着用が可能であれば着用

してください。 

※新型コロナウイルスの感染拡大状況により中止することがあります。 

詳しくは、町内回覧をご覧ください。 
 お問い合わせ・申し込み先 陶公民館 ☎65-2112  

 

【３月 青色防犯パトロール巡回日】 
 

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため 

3月はお休みとします。 

 

 

 

※原則毎週水曜日 

午後 3時頃から巡回 

【 ３月 東濃厚生病院 巡回診療日 】  【サロン一歩 開催日】  
 

当面の間  

 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（2/1 現在） 増減 

世 帯 数 1,373 4 

人 口 

男 1,411 1 

女 1,619 4 

計 3,030 5 

陶公民館 確定申告相談会 陶公民館講座 親子で楽しむリズムのひろば
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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 

 

と輝く陶町民 

《大賞受賞作品》 



 ※ 講 は公民館講座を表します。 

日・曜日 行 事 内 容 

1日㈫ 陶会場 確定申告 申告相談会(9:00～15:00) 

2日㈬ 陶会場 確定申告 申告相談会(9:00～15:00) 

9日㈬ 陶町青少年育成町民会議 ※中止 

15日㈫ 陶町連合区会幹事会（19:00～） 

29日㈫ 講 親子で楽しむリズムの広場（10:30～11:30） 

新型コロナウイルス感染症の影響により、各行事は中止・変更になる可能性があります。 

 

陶公民館利用制限 3月 6日(日)まで延期 
1 月 21 日(金)～2 月 13 日(日)の期間で指定を受けていました『まん延防止等

重点措置』に関し、3 月 6 日(日)まで延長されたことにより、引き続き陶公民館施

設の利用制限を以下のとおりとします。 

 

●新規追加事項 高校生以下の利用はできません。（既に予約分含む） 

●夜間の利用は 20時までとします。日中は通常通りの時間にて利用できます。 

●体育室（どんぐり工房横の建物）は利用できません。 

●利用人数は、利用定員の半数とします。 

●利用者に市外の方がメンバーとして在籍している団体は、指定期日までの新規

申し込みはできません。 

●利用の際は、館内のコロナウイルス感染症に関する注意事項をお守りください。 

 

～Separate garbage according to type before throwing it away. 

地 区 資源ごみ 不燃ごみ 

猿 爪 15 日㈫ 24 日㈭ 

水上・大川 16 日㈬ 25 日㈮ 

 

 

   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◆ 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  

 

 

 

陶与左衛門窯では、陶器製の手作りお雛様や

懐かしい土雛の展示会を 2月 19日(土)から

開催しています。 

世界にたった一つだけの手作りお雛様。陶磁

器ならではの温かみとやさしさが感じられます。 

気に入ったお雛様は購入もできます。かわいら

しいお雛様を見に来てくださいね。 

 

 

日時： 2 月 26 日(土)・27 日(日) 10 時～15 時 

場所： 陶与左衛門窯 （瑞浪市陶町大川 786-1） 
 

お問合せ先：陶与左衛門窯 ☎ 65-3776 
 
 

✿3 月中旬には、この展示会で飾られたお雛様の一部を陶公民館でも
展示する予定となっています。 

  

 

『鬼は～そと！福は～うち！』 
 ２月３日（木）に陶幼児園で節分の豆まきを行いました。

登園時から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…」「怖いかな…」などの声も聞こえてきま

した。朝、園長先生が豆を炒り、子ども達が作った升に取

り分けてくださりました。「いい匂いがするね」と香ばしい

豆の匂いが、園中に漂っていました。 

準備ができると園庭にて、大池先生よりなぜ節分

には柊鰯とアセボの木を玄関や扉につけるのか、由

来を聞きました。柊鰯の柊は棘の痛さ、鰯の頭はく

さい臭いで鬼を追い払うことができること、アセボ

の木は漢字で『馬酔木』と書き、鬼も酔っぱらい、

アセボの木を燃やすとパチパチと音が鳴り、その音

が鬼は嫌いで追い払うことができることを子ども

達は真剣に聞いていました。 

そして「みんなの心の中に住む鬼も退治しよ

う！」「エイエイ オー！」の掛け声と共に豆まきが

始まりました。赤鬼、青鬼が登場すると怖くて涙が

出てしまう子もいましたが、勇気を振り絞って立ち

向かい「鬼は～そと～！」と大きな声で豆を投げ、

最後アセボの木を鬼の顔に近づけると「やられた

～！」と鬼も降参、退治することができました。その後、福の神が現れ、みん

なと握手をし、幸せな年になるよう願いました。昨年は鬼が怖くて泣けてしま

った子が、今年は勇気を振り絞って立ち向かう姿に、心の成長を感じることが

できました。 

コロナ禍の為、今年は社会福祉協議会陶支部の方にご協力していただくこと

ができず、残念でしたが、この節分で邪気を払い、一年が無病息災で福が沢山

訪れることをお祈りしました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

『ニッポン男性アイドル史』 
（ 太田省一 著、 青弓社 刊） 

男性アイドルの歴史をたどっていく本書。アイドルの基本構図とし

て、王子様と不良の対抗関係がありましたが、近年は普通という

魅力が加わったそうです。 
 

1 月の陶分室利用 ◎貸出人数：26人 ◎貸出冊数：113冊 

 
～市民図書館３月の休館日～ 

 7日㈪、14日㈪、22日㈫、28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。 

 
 

 

すえっこくん、2 月のお出かけはありませんでした。 

 
 

使用済みのマスクの捨て方に注意 

使用済みのマスクやティッシュなどのゴミを捨てる際は以下の点に注意してね。 

 

 

 

 

 

家族だけじゃなくて、ゴミ収集をしてくれる市町村の職員の方にとってもコロナウイルス

やインフルエンザウイルスなどの感染症対策としても有効だよ。 
（環境省 HP より引用） 

マスクのポイ捨ては絶対にやめようね！ 

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。 

 陶与左衛門窯 「お雛様見せてやぁ！」展示会開催 

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。 

3 月 すえっこくん おでかけスケジュール 
3月のお出かけ予定はありません 

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。 

（2 月） 

瑞浪市民図書館だより オススメ！陶分室の本 

ゴミ箱にはゴミ袋を
使用して、いっぱいに
なる前に捨てよう 

捨てたマスクの入っ
たゴミ袋はしっかり
縛って封をしよう 

ゴミを捨てた後は
手を流水で洗い、
手指消毒をしよう 

 新サイズ 

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

