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【桜祭り】中止のお知らせ 猿爪区より 

令和４年度 町民スポーツ大会開催のお知らせ 陶公民館講座 みなさんの受講お待ちしています

 

令和 4年 4月号 NO.518（ ）                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
【季節の和菓子（4月）】 4月にぴったりな和菓子といえば「桜餅」。桜餅には主に２種類あり、関西を中心に広まった「道明寺」と呼ばれるものと、関東を中心に広まった「長命寺」と呼ばれるものがあり
ます。道明寺は道明寺粉を使用してもちもちとした厚手の生地にこし餡を包んだもの。長命寺は、白玉粉・小麦粉・水・砂糖を混ぜた生地をクレープのように焼き、これで餡を包んだものになります。どち
らも、桜の葉の塩漬けで巻いてあります。さて、どちらの桜餅がお好みですか? ちなみに桜の葉の塩漬けは食べる派？食べない派? 

 

 陶公民館ギャラリー 陶芸お雛様＆土雛展示会 
陶公民館ギャラリーでは、陶与左衛門窯で制作された陶器製の手作りお雛様や

懐かしい土雛の展示会を、3月 2日(水)から 4月 8日(金)まで開催しています。 

お雛様の制作者は、与左衛門窯講師の足立昭子先生と、村井由紀美先生。手の

ひらサイズの作品は可愛らしく、優しさ、ぬくもりを感じます。手作りのため、形も色も

大きさも違います。お雛様の個性、性格も垣間見えるようです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土雛は、素焼きの人形に色付けされた素朴なものです。時代を感じる土雛は、

品格さえ感じられます。 

是非この機会に、お雛様と土雛を観覧してみてください。 

(観覧時間 8：30～17：00、土日休) 

 

 

 

 

 
 

 

日頃は陶町体育委員会の活動に、ご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

令和 4年度町民スポーツ大会を以下のとおり開催します。 

ご近所、町内会の皆さんで集まって、運動不足解消や健康づくりのためにもスポー

ツを楽しみましょう。 

各競技への参加につきましては、町内会の体育部長さんから案内があります。 

実施予定日 内 容 会 場 

6/5(日) 

雨天予備日 6/12(日) 

ティーボール大会 陶小学校グラウンド 

6/19(日) ウォーキング大会 陶町猿爪地内 

7/3(日) ソフトバレーボール大会 陶小学校体育館 

9/25(日) インディアカ大会 陶小学校体育館 

・体育部長さんには、お忙しいところ恐縮ですが、取りまとめをお願いします。 

詳細については後日郵送します。 

～上記スポーツ大会 留意事項～ 

・参加者の事故については、主催者は傷害保険に加入している範囲内及び応急処置以上

の責任は負えませんのでご了承ください。 

・主催者が大会中の映像や写真を撮影しますことご承知ください。 

・新型コロナウイルス感染状況により、中止・延期の可能性があります。 

・各大会、感染防止対策を取り、開催します。 

 

主催：陶公民館／主管:陶町体育委員会 

後援：陶地区スポーツ推進委員会、体育協会陶支部、陶町連合区会 

  
 

4 月から新年度。新しい年度も陶公民館講座の開講を予定しています。 

詳しくは、広報みずなみ 5 月 1 日号配布の際に、5 月～8 月の開講案内をお

知らせいたします。 

これ以外の講座も開講が決定しましたら広報配布時に回覧にてご案内しま

す。お一人での参加も大歓迎！興味のある講座がありましたら受講ください。

受講内容についてのご質問も承ります。皆さんの受講をお待ちしています。 

～昨年度に開講された講座の様子（一例）～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今般の新型コロナウイルス感染症終息の見通しが立

たない今、感染症防止と皆様の安全とご健康を考慮い

たしまして、4 月実施予定でありました【桜祭り(ラ

イトアップも含む)】を中止することと致しました。

誠に残念ではありますが、ご理解いただけますようお

願い申し上げます。 

 
 

【４月 青色防犯パトロール巡回日】 
 

・20日㈬…阿部、伊藤(正男)、小木曽(隆)、野村 

・28日㈭…村瀬、大澤、小木曽(久)、中嶋 

 

 

 

 

 

※原則毎週水曜日午後 3時頃から巡回します。 

※新型コロナウイルス感染状況により、中止の可能性があります。 

【 ４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（3/1現在） 増減 

世 帯 数 1,367 -6 

人 口 

男 1,405 -6 

女 1,616 -3 

計 3,021 -9 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 

 

春眠暁を覚えず… 

陶与左衛門窯 4 月講座案内 
4月 17日(日) 午前 9時～ 武将の兜、フクロウ、こいのぼり 

いずれかひとつの制作 

4月 24日(日) 午前 9時～ 猫の置物 

陶与左衛門窯では、年間を通して陶芸教室を開催します。年間陶芸講

座予定表を全戸配布しました。興味のある講座がありましたら、是非参加し

てください。 

問い合わせ・申し込み先 陶与左衛門窯 電話 65-3776 



介護予防教室【マイトレ時間】に参加しませんか？ 

 ※ 講 は公民館講座を表します。 

日・曜日 行 事 内 容 

3日㈰ 瑞浪市消防団入退団式 

12 日㈫ 

狂犬病予防注射 

 ・こま犬駐車場(11:30～11:50） 

 ・陶コミュニティーセンター(13:10～13:50) 

 ・水上公民館(14:10～14:30) 

陶町連合区会(18:00～) 

15 日㈮ 結核検診(9:00～12:00) 

19 日㈫ 陶町福祉関係者懇談会 

22 日㈮ 寿大学始業式(10:00～) 

28 日㈭ 街づくり総会(19:00～) 

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。 

 

～Separate garbage according to type before throwing it away. 

地 区 資源ごみ 不燃ごみ 

猿 爪 13 日㈬ 21 日㈭ 

水上・大川 14 日㈭ 22 日㈮ 

 

  

ゴミは決められた場所に決められたものを出しましょう。 
先日、陶公民館建物東側に、電気ア

イロン・ドライヤー・照明器具の不法

投棄がありました。 

出し方のわからないゴミ等不要な

物品については、下記の『家庭ごみの

分け方・出し方 便利帳』または、ス

マホアプリ『さんあ～る』にて出し方

を確認のうえ処分してください。 

 

令和 4 年度版 

『家庭ゴミの分け方・出し方 便利帳』『瑞浪市家庭ごみの収集カレンダー』 

上記 2 つの案内が広報みずなみ 3 月 1 日号と共に配布されました。 

1 年間大切に保管し、ゴミの出し方など分

からないときは、この冊子で出し方を確認

してから正しくゴミを出しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

＊介護予防教室【マイトレ時間】 

ストレッチ体操や筋トレをはじめ、脳と体を同時に使う運動(コグニサイ

ズ)や、手工芸を行い 1 年間同じ仲間で活動します。月に１回【マイトレ時

間(自分自身を見つめ直す・トレーニングできる素敵な時間)】を一緒に過ごしま

せんか？ 

 

日にち 時 間 内 容 講 師 

4/25(月) 10:00～11:30 ｽﾄﾚｯﾁ体操 

 と 

リズム体操 
大西詔子 先生 5/23.6/27.7/25.

8/22.9/26(月) 
10:30～11:30 

10/28(金) 13:30～14:30 手工芸 堀田尚弘 先生 

11/25.12/23. 

1/27.2/24.3/24. 

(金) 

13:30～14:30 

ｽﾄﾚｯﾁ体操 

筋トレ 

コグニサイズ 

山本真紀恵 先生 

≪開催場所≫陶公民館  ≪対象者≫陶地区にお住いの 65歳以上の方 

≪定 員≫15名     ≪参加費≫10/28(金)の材料代 100 円 

≪参加方法≫事前に下記へ申し込みいただき、会場にお越しください。 

 

 

 

 

 

＊５月 17日(火)より、毎月１回、５回に渡って介護予防教室【ニコニコ教室】

を開催します。【ニコニコ教室】とは、『脳トレ・筋トレ・笑トレ』とニコニコで

過ごすための教室です。 

【ニコニコ教室】の詳細については、陶コミ通信５月号に掲載します。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『小さな声、光る棚』（ 辻山良雄 著、 幻冬舎 刊） 
小さな本屋にやってくる様々なお客さんとのふれあいを描くエッセ

イ集。ほっこりしたり、少しせつなくなったりと、一緒に働いている気

分になる本です。 
 

2月の陶分室利用 ◎貸出人数：18人 ◎貸出冊数：50冊 

 
～市民図書館４月の休館日～ 

  4日㈪、11日㈪、18日㈪、22日㈮、25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、3 月のお出かけはありませんでした。 

 

ごにゅうがく・ごしんきゅう、おめでとうございます！ 

たのしいおもいでがたくさんできるといいね！ 

 

ぼくのグッズが、きなぁたみずなみにあるよ。 

おでかけにいったときに、さがしてみてね。 

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。 

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。 

４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 

●17日(日)・・・陶子連追跡ハイク(予定) 
…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。 

（3 月） 

瑞浪市民図書館だより オススメ！陶分室の本 

～陶幼児園提供～ 

社会福祉協議会陶支部の皆さんが風船準備をしてくださいました 

コロナ禍で制限されることも多く気持ちがど
んより。今だからこそ夢をもって目を輝かせ
る活動をと願い…。ピンチをチャンスに！そ
んな思いで陶幼児園ではこの一年間子ども
達と楽しく過ごしてきました。遊びの中で体
作りをしたり、新しいことへも「やってみよ
う」と挑戦したり、また、異年齢や地域の方と
の触れ合いを肌で感じ、「人と触れ合うって
いいなあ」「あったかいなあ」と、子ども達は
もちろん職員も実感してきました。 
社会福祉協議会陶支部の皆様をはじめ地
域の皆様には大変お世話になりありがとう
ございました。 

地域の皆様 ありがとうございました。来年度も、元気いっぱい、笑顔いっぱい、かわいい

すえっこたちを、よろしくお願いいたします！ 

  

冊子は１年間大切に 

保管してください。 
 

問い合わせ・参加申し込み先 ☞ 瑞浪南部地域包括支援センター 

☎68-8111 定員になり次第受付終了です。 

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

