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【7月の和菓子～くずきり】 夏の暑さも本番になる 7月、喉ごしがつるりとしたくずきりはいかがでしょうか。葛には血行をよくして身体を温める効能もあるので、昔から風邪や胃腸不良の時の民間治療
薬としても利用されてきました。さらには発汗作用がある事でも知られ、葛根湯も葛が使われた漢方薬です。一般的には黒蜜につけて食べますが、いろんな食べ方を試してみてはいかがでしょうか。 

 

４７災害から５０年～あの夏を忘れない… 

今年の 7月で『47災害』から 50年が経ちます。 

50年前の昭和 47年 7月、普段は静かな山間の陶町に、甚大な被

害と爪痕(つめあと)を残した大規模な災害となった『47災害』。 

岐阜県では 7月 9日朝から 5日間雨が降り続きました。 

特に 11日夜、12日夜半から 13日未明にかけて東濃地方に集中的

な豪雨をもたらしたのです。 

この雨は、梅雨末期の前線活動による典型的な集中豪雨型の降雨

でした。昼間は弱まり夜になると激しく降る、を繰り返し、ついに 12

日夜中には激しく降り続き、瑞浪市や恵那市に多数の土砂崩れを

引き起こしました。総雨量 450mmを越す場所もあったそうです。 

 

陶町各地でも土砂災害がおき、道路の寸断、大規模な土砂崩れ、田畑が湖のようになるなどの大変な被害をうけ、大川地区では５名の尊い命が奪われました。 

今までに経験したことのない災害となったことは、覚えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。 
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当たり前の日常を一瞬で奪っていく災害。「自分は大丈夫」ではなく、日頃から家族やご近所と避難について話し合い、いざというときに備えておきましょう。 

豪雨災害がおこりやすい 7月 災害から命を守る準備はできていますか？ 
●7月は梅雨前線が停滞し積乱雲が発生しやすい季節です。 

また温暖化による突発的豪雨により雨量が増大します。 

最近では集中豪雨をもたらす「線状降水帯」により、土砂災害などの被害

が発生する可能性が高くなっています。 

「いつ」 「誰と」 「どこに」 「どうやって」 避難するか 
を、ご家族やご近所で話し合ってみてください。 

 

特に一人暮らしの方や高齢者世帯の方は、ご近所同

士で声を掛け合い、災害への心構えを高めましょう。 

避難所への避難が危険な場合は、安全な場所にある

親せきや知人宅への避難も有効です。ハザードマッ

プで確認して自宅が安全だと判断できる場合は自宅

にとどまることも考え、安全に避難できる場所やタ

イミングを考えましょう。 

災害から命を守るためには、一人ひとりが自ら決断

し避難行動をとることが必要不可欠です。 

 ●避難するときは、いつも同じ状況とは限りません。降水量や降り続いた時間

などによって異なります。状況に合わせた避難行動をとりましょう。 

①災害が迫っていることを認識する。 

防災無線、テレビ、ラジオ、スマホなどを駆使して情報

収集を！ 

②情報をこまめに確認して避難の準備を！ 

今後の雨量、雨雲の動きを確認して早めの準備を！ 

③避難開始！ 

危険を感じる前に避難しましょう。土砂降りの中浸水が

始まってしまった道を移動するのは危険です。 

④避難完了！ 

 

避難のタイミングポイント 早めの避難！早めの準備！で命を守りましょう。 

◎いつまでに避難を完了するか考えましょう。 

◎避難情報発令の可能性が夜間の場合は暗くなる前に行動しましょう。 

 

5月 29日(日)での陶町一斉清掃では、歩

道の草刈り、河川護岸の清掃作業など、

朝早くから清掃活動にご協力いただき

ありがとうございました。 

皆さまのご協力により、陶町の環境整備

を無事終えることができましたこと、あ

らためて御礼申し上げます。 

（陶町連合区） 

 

「人権の花運動」の活動として陶小学校 5年生児童の

皆さんが育てた寄せ植えをいただきました。人権の花

運動は小学生を対象とした啓発運動で、花を協力して

育てることから生命の尊さを実感し、優しさと思いや

りの心を育むことを目的とした活動です。 

大切に育ててくれた花は、陶公民館の入り口できれい

に花を咲かせています。 

皆さん来館の際にご覧ください。 
 

【7月 青色防犯パトロール巡回日】 
 

・6 日㈬…保母、久保田、西尾、景山 

・13 日㈭…伊藤(正義)、水野(雅)、加藤、中山 

 

 

 

 

※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。 

【 7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（6/1現在） 増減 

世 帯 数 1,375 13 

人 口 

男 1,395 5 

女 1,600 6 

計 2,995 11 

陶町一斉清掃 ご協力ありがとうございました

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 

 

家の中での熱中症

にも注意してね！ 

社会人で当時土岐町に勤務していました。七
曲りが通行止で、一週間は出勤できなかったと
思います。電話も通じなくて、猿爪の電電公社
（現 NTT陶）まで、職場への電話をかけに行った
覚えがあります。(60 代) 

小学生でした。学校に行けずそのまま夏休
みになってしまいました。 
家では田んぼが土砂に埋まり泥をかき出す
作業をしました。(60 代) 

水道が使えなくなり、旧公民館の所に自衛
隊が水を持ってきて配っていた。 (70 代) 

職場から夜遅くに帰る時、車のワイパーが効かず、
前が見えないくらいの大雨だった。 (70 代) 

近所の家が土砂に埋まり悲惨な状
況。手伝いに行った(80 代) 

七曲りが通れないため曽木方面からしか陶は
行き来できない状況だった (70代) 

【当時のお話を聞きました】 

高校生の時で、学校にしばらく行くことができなかった。地域住
民の災害支援の手伝いをしていた。(60 代) 

水上バス停付近（S.47） 

大川（S.47） 

公民館ギャラリー 

47水害アーカイブス「あれから 50年」 
写真展 開催のお知らせ 

47災害時の陶町の記録写真を展示いたします。 

■場所：陶公民館 1階ロビー 

■期間：8月 1日(月)～16日(火) 

※土日祝日、公民館利用の無い日は除く 

■時間：9時～17時 ※最終日は 16時まで 

(出展者：すえふるさと福祉村) 

発行元：江戸川みんなの防災プロジェクトより

w 

発行元：江戸川みんなの防災プロジェクトより 



 ※ 講 は公民館講座を表します。 

日・曜日 行 事 内 容 

3日㈰ 町民ソフトバレー大会(8:50～開会式) 

6日㈬～8日㈮ 
参議院議員通常選挙 期日前投票(8:30～17:00) 

※瑞浪市役所とは異なります 

7日㈭ 陶町 区長会(19:00～) 

9日㈯ 大川祇園祭(中止） 

10日㈰ 衆議院議員通常選挙 投票日(7:00～20:00) 

12日㈫ 
陶寿大学 学習会(13:30～) 

講 クレイ（粘土）クリーム講座（19:00～21:00） 

16日㈯ 水上祇園祭(中止) 

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㈬ 25 日㈪ 

水上・大川 14 日㈭ 26 日㈫ 

 

 
陶コミュニティーセンターにて 
差額をお支払いいただくことで 

旧ごみ袋を新しいごみ袋に交換できます 

 

交換期間：7 月 1 日(金)～令和 5 年 3 月 31 日(金) 
 

【交換の際には以下の点ご注意ください】 

 ・1 枚から交換できますが、未使用の袋に限ります。 

 ・サイズの変更、および違う種類の袋への変更はできません。 

   (例) ×可燃ゴミ袋 → 不燃ゴミ袋 

 ×旧 可燃ゴミ袋・小 → 新 可燃ごみ袋・大 など 

 ・ごみ袋販売店では交換できません 

 ・不燃ごみの袋、シールは令和 5年 3 月の収集日まで使用できます。 

※交換の際は、なるべく小銭をご用意いただけると助かります。 

 

 

陶コミュニティーセンター以外にも以下の場所で交換できます。 

・瑞浪市役所環境課（市役所西分庁舎 2F） 

・クリーンセンター(瑞浪市日吉町) 

・市内各コミュニティーセンター 

 

 詳しくは 👉 瑞浪市役所 環境課 ☎68-9806  

 

 

 

本人確認の身分証明書として利用できるマイナンバーカードの申請が陶公民

館でもできるようになりました。申請用の写真も公民館で無料撮影します！ 

予約の際に、申請に必要なものをお伝えします 

 

～申請までのながれ～ 

１．まずは事前予約👉公民館へ予約のお電話をお願いします。予約が可能

な日時をご案内します。（☎ 65-2111） 

 

２．予約がとれたら公民館へ👉必要書類を持って予約の日時に公民館へ。

顔写真の撮影と申請の手続きを行ってください。 

 

３．カード発行！👉約一か月後にマイナンバーカードが発行されます。 

 

●受取りは、市役所窓口で受取るか、本人限定郵便※での受け取りとなります。 

※本人限定郵便での受け取りを希望する場合は、申請時に免許証など顔写真付の

本人確認書類が必要です。 

●受取方法によって申請事項が異なります。詳しくは予約受付時に説明します。 

 

マイナンバーカードは未成年者や運転免許証を持っていない人にとって公

的な身分証明書となります。まだ作られてない方は、これを機会に申請し

ましょう。 

 

 問合せ先：陶公民館 ☎ 65-2111・2112  

詳しくは広報みずなみ 7月号配布時の回覧をご覧ください 

  

 

「お花いっぱい‼優しい気持ちで育てるよ！」 
6 月 2 日、『陶町明日に向って街づくり推進協議会生活

環境部会』から、マリーゴールドとベゴニアの苗をいただ

きました。「優しく土をかけようね」と保育者と一緒にプラ

ンターに苗を植えました。また、9 日には陶小学校 5 年生

より、『人権の花運動』で素敵なメッセージと共に、

寄せ植えをいただきました。オレンジや赤などのお

花で幼児園がぱっと華やかになりました。 

そして、毎朝

4.5歳児のお友達

が大切に育てて

いる夏野菜と共にマリーゴールド、ベゴニ

ア、寄せ植えのお花に水やりをしています。

「きれいに咲いてね」「大きくなってね」と

大切に育てる中で、思いやりの優しい気持ち

を育んでいきたいと思います。 

「大きなおいもに なぁ～れ‼」 
６月１１日、陶社協の皆さんと一緒に、児童館

の畑にさつま芋の苗を植えました。「(苗は)立て

るんじゃなくて、根っこを下にして、横に寝かせ

るよ」など、1 人 1 人に植え方や土のかけ方を

優しく、丁寧に教えていただき、子ども達も真剣

に話を聞いていました。「お

いもができたら、焼きいもで

食べたい‼」の声があがった

りと、今から収穫を楽しみに

している子ども達です。大き

く美味しく育つように、愛情

を込めてお世話をしていき

たいと思います。 

地域の方々に支えられて、

幼児園の子ども達は様々な貴重な体験をさせていただいています。本当にあ

りがとうございます。 
 

 

 

 

『定年からでも間に合う老後の資産運用』
（風呂内亜矢 著 ／ 講談社 刊） 
定年間近になってくると老後の生活に不安をおぼえます。少し

工夫するだけで老後資金は見通しが立つようです。 
 

5月の陶分室利用 ◎貸出人数：18人 ◎貸出冊数：52冊 

 
～瑞浪市民図書館 7 月の休館日～ 

4日㈪、11日㈪、15日㈮、19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。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

7 月 すえっこくん おでかけスケジュール 

7 月のおで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 
※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。 

（6 月） 

瑞浪市民図書館だより オススメ！陶分室の本 

■6 月 18 日(土)・19 日(日)  

久しぶりに開催されたきなぁた瑞浪の周年祭にやってきたすえっこくん。 

今回はすえっこくんグッズの販売をしました。 

キッチンカーや手作りアクセサリーのお店が並ぶ中、
ボクのグッズのお店もオープン！ 

中京高校の生徒さんも
お店を出していたよ。 

新 

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

