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【6月の和菓子～水無月】 梅雨に入り蒸し暑くなる 6月には、氷を模した和菓子「水無月」がお店に並びます。上は甘く似た小豆で下はモチモチの“ういろう”からなる二重構造で、三角形の見た目も美し
い和菓子です。昔は氷が高級品だったため、氷に似ているお菓子で涼を感じて夏の暑さを乗り切ろうとしたのが始まりです。また、使われている小豆には邪気や悪魔を祓うという意味もこめられ、一年
のちょうど折り返しとなるこの時期に「あとの半年も無事にすごせるように」と祈願して食べられる風習もあります。小豆と、もちっとした“ういろう”との相性抜群の和菓子を楽しんでみてください。 

 

 

 

 

 

新緑が鮮やかに輝く季節、豊かな自然を五感で感じながらウォーキングを

楽しみませんか？ 

今年のコースは猿爪地区。陶公民館をスタート＆ゴールとして開催します。

参加費無料！参加賞もあります！ 

 

〔開催日〕6月 19日(日) 受付 8：30～  スタート 9：00 

〔ウォーキングコース〕猿爪地区 距離 約 6km程度 

〔集合場所〕陶公民館（瑞浪市陶町猿爪 405-1） 

〔申込先〕陶公民館 (☎ 65-2112)  

〔申込期限〕6月 13日(月) 

 
★ポールを使用してウォーキングを楽しむ“ノルディック・ウォーク”を希望される方は、

ポールをご用意します。ご自身でご用意いただいても構いません。 

ポールを使用してのウォーキングは、姿勢がよくなり上半身の筋肉も鍛えられます。当日は

指導員による歩き方の説明もあるので、これを機に試してみたい方はぜひ期日までにお申し

出ください。 
 

詳しくは、町内回覧をご確認いただくか、陶公民館（☎ 65-2112）まで

お問合せください。 

 

 

 

 

 

5月 8日(日)・15日(日)の両日、瑞浪市民体育大会が開催されました。 

全 15 種の競技を瑞浪・土岐・稲津・陶・釜戸大湫・明世・日吉の地区対抗で、

熱戦を繰り広げました。 

陶町の成績は以下のとおりです。（参加競技のみ） 

・陸上…準優勝 ・軟式テニス…準優勝 
・バレーボール…３位 ・バスケットボール…３位 
・卓球…３位  ・弓道…５位 
・テニス…５位  ・剣道…６位 
・クレー射撃…入賞外  総 合 ５ 位 

出場者の皆さん、応援された皆さん、お疲れ様でした!! 

  

 

 

 

令和 3 年度に区長を務められた皆さん

に感謝状を授与いたしました。 

前年に引き続き、新型コロナの影響で

活動の制限があり行事を行うこともま

まならない状況の中、区長としての職

務に尽力されました。普段のお仕事も

ありお忙しい中、地域の発展に貢献を

果たされましたこと、改めて感謝申し

上げます。一年間お疲れ様でした。 

 
左から、前大川区長 土井さん、前水上区長 佐藤さん、
前猿爪区長 伊藤さん、連合区会長水野さん 

 

 

 

 

～瑞浪市の未来について一緒に考えてみませんか～ 

 

[開催日] 6 月 17 日(金) 18：30～20：00 

[会 場] 陶公民館 多目的ホール 

 
[主な内容] 

■第１部「10年、20年先の瑞浪市の姿について」 

■第 2部「地域の課題から未来を考える」 

 

 

※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。 

※来場者数の状況により入場調整をいたしますことご了承ください。 

※新型コロナウイルスのまん延状況や天候等の事情により、日程が変更される

場合があります。 

 

 問合せ先：瑞浪市役所 企画政策課 ☎ 68-9740  

 
 

 
 
 
【情報提供先・連絡先】●電話 090-5458-8763 ●Fax.0572(65)3422 ●E-mail：j-nakamura@nds-jw.jp    担当：すえふるさと福祉村（防災士）中村淳司 

※年間を通しての情報提供をお待ちしています。 
 

 

【6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㈬…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。 

【 6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（5/1現在） 増減 

世 帯 数 1,362 -3 

人 口 

男 1,390 -4 

女 1,594 -10 

計 2,984 -14 

瑞浪市民体育大会 結果発表！ 

第 8 回  町民ウォーキング大会 参加者募集 

令和 4年度 市長と語る会 開催のお知らせ 

陶町連合区会 令和３年度区長に感謝状授与 

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 

 

ゲリラ豪雨に注意 

避難準備は万全？ 



 ※ 講 は公民館講座を表します。 

日・曜日 行 事 内 容 

3日㈮ 講 フラワードール(18:30～21:00) 

4日㈯ 講 エッグプリント～卵にエコプリント～(10:00～12:30) 

5日㈰ 町民ティーボール大会 

12日㈰ 
瑞浪市主張大会(13:30～) 

町民ティーボール大会<予備日> 

14日㈫ 講 バスハーブ作り(19:00～21:00) 

16日㈭ 陶町青少年育成町民会議(19:00～) 

18日㈯ 講 ラベンダーバンドルズ(10:00～12:30) 

19日㈰ 町民ウォーキング大会(受付 8:30～、スタート 9:00～) 

26日㈰ 講 だし活Ｂ(10:00～12:30) 

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。 

 

～Separate garbage according to type before throwing it away. 

地 区 資源ごみ 不燃ごみ 

猿 爪 15 日㈬ 23 日㈭ 

水上・大川 16 日㈭ 24 日㈮ 

 

 

～離れていても、様子がわかる～ 

 

ひとり暮らしの高齢者を見守る“見守りセンサー”で、離れて暮らす家族も

安否確認できるシステムを利用しませんか。 

令和 4年度は陶・稲津地区を対象に試行的に実施します。 

 

【主な機能】 
 

 

 

 

 

 

 

 

｟利用できる方｠ 

・65歳以上のお一人暮らしの方 ・先着 14名 

（※但し、要介護 1以上の認定を受けている方は除く） 

｟利用料金｠令和 5年 3月まで無料 

※令和 5年 4 月以降の利用料金は未定 

 

 

｟利用手続き｠ 

①瑞浪市役所 高齢福祉課に利用申請をし、決定を受ける。 

 ※この際、家族や親族、知人等の協力者の連絡先（メールアドレス）の登録が必要です。 

②見守りセンサーを設置。工事不要。コンセントに差し込んで完了！ 

③協力者（家族等）は、QR コードを読込めば、いつどこでも安否確認ができます。 

 

 問合せ先：瑞浪市役所 高齢福祉課 高齢者支援係 ☎ 68-2117  

 

 

 

 

 

性別にかかわらず、全ての人が、家庭で、地域で、学校で、職場で、それぞれ

の個性と能力を発揮して活躍できる「男女共同参画社会」を実現するために

は、皆さん一人ひとりの取り組みが必要です。 

 

令和 4 年度の男女共同参画週間キャッチフレーズ 

「あなたらしい」を築く、「あたらしい」社会へ 
 

誰もが、自分らしい人生を送るためには、家庭、地域、社

会の中で互いを支え合うことが大切です。 

この機会に、「自分にできること」は何か、みんなで考えて

みませんか？ 

 

 問合せ先：瑞浪市役所 生活安全課 ☎ 68-9748  

  

 

 

みんなスクスク大きくなぁ～れ‼ 
新年度がスタートして１ヶ月が経ち、新しいクラ

スや保育者にも少しずつ慣れて、毎日笑い声や元気

な声が響いています。園庭のこいのぼりが風に吹か

れながら、子ども達の様子を優しく見守ってくれて

います。 

 

5 月 2 日に『子どもの日を祝う会』を

おこないました。すえっこタイムで、大

好きなリズムを踊った後は、こいのぼり

に向かって「よーいドン‼」3～5歳児の

お友達が、元気いっぱい走り抜けました。 

  
各クラスでは園長先生から、『柏餅』と『ちまき』の

由来を聞きました。柏餅の葉は新芽が出るまで落ち

ないことから、家族がずっと続いていくこと(子孫繁

栄)、ちまきの笹の葉は悪いものを寄せ付けないこと

(厄除け)から縁起の良い食べ物として、子どもの日

に食べられるようになったそうです。柏餅とちまき

の匂いを子ども達が順番に嗅いでいくと「うん、い

い匂いがする～」と笑顔になっていました。 

 

ツマグロヒョウモンが蝶になったよ‼ 
4.5 歳児が大切に飼育してきたツマグロ

ヒョウモンが、遂に 5 月 6 日、蝶になりま
した。幼虫からサナギ、そして蝶に変化して
いく過程が面白く、「はやく蝶にならないか
な？」と心待ちにしていた子ども達。「わぁ
～蝶になった‼」と大喜びでした。そして「元
気でね。バイバ～イ‼」と蝶が空へ飛び立っ
ていくのを見送りました。 

 
子ども達の健やかな成長を願い「幼児園って楽しいな！」「今日は〇〇をし

たい‼」とこれから更にワクワクしながら登園できるようにしていきたいと
思います。 

 
 

 

 

『一万円選書』（岩田 徹  著 ／ ポプラ社 刊） 
一万円選書とは、全国各地からアンケートをとってその人に向け

た一万円分の本を店主が選書する仕組み。読者の琴線にふれ

る本の数々を味わってみては。 
 

4月の陶分室利用 ◎貸出人数：25人 ◎貸出冊数：66冊 

 
～瑞浪市民図書館 6 月の休館日～ 

6日㈪～10日㈮、13日㈪、20日㈪、27日㈪、30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。 

陶・稲津地区 高齢者見守り支援事業 
『見守りセンサー』利用者募集

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。 

６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 

■6月 ※現在調整中です 

※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。 

（5 月） 

瑞浪市民図書館だより オススメ！陶分室の本 

ゴールデンウイークにカラフルタウン岐阜におでかけ。今回はキャラクターの大運動会に
出場したすえっこくん。「大玉転がし」「リレー」などの競技に出てがんばりました。 
なかでも「だるまさんが転んだ」では、一番になって大活躍のすえっこくんでした。 
 

■5 月 3 日(火)  

大玉転がし、 
頑張ったよ☺ 堂々の入場♫♪ 

 

見守り機能 
人感センサーにより感

知。家族等の協力者も

簡単に安否確認や生活

リズムの異変に気付く

ことができます。 

アラート機能 
12 時間センサーに反応がない

場合、家族等の協力者にメール

でお知らせ。“もしも”のこと

が起きた際にいち早く気付くこ

とができます。 

相談機能 
“お困りごと”ボタンを押

すと、家族等の協力者にメ

ールで送信。状況に応じた

対応が可能です。 

陶・稲津地区限定 

見守りセンサー↑ 
コンセントにさすだけで設置完了 

6月 23日から 29日の一週間は男女共同参画週間です 

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

