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つるつるとした見た目と透明感が夏を感じさせる和菓子。くず粉を使って餡が包まれていて、冷水に浸して食べるとより一層ひんやりとした食感が楽しめます。 
最近では定番のこし餡以外にも、フルーツを使ったいちご餡、桃餡、塩レモン餡などもあるそうです。夏限定の和スイーツ、いろんな味をためしてみてはいかがでしょう。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★今度の町民スポーツ大会は、9月 25日(日)に『町民インディアカ大会』が 3年ぶりに開催予定。さぁ、優勝を手にするチームはどこ!? 

 

 

 

 

昭和 47年 7月に起きた「47災害」から 50年が経ちました。 

陶町にも甚大な被害をもたらした 47災害。当時の記録写真・新聞記事などを展示

します。過去に起きた災害を風化させることのないように、また、いつ起きるか予想

もつかない災害への対応を考えるきっかけになればと思います。 

 

■場所：陶公民館 1階ロビー 

■期間：8月 1日(月)～16日(火) ※平日のみご覧いただけます 

■時間：9時～17時 ※最終日は 16時まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出展団体：すえふるさと福祉村) 

  

 

陶町民ゴルフ大会の参加者を募集します。 

 

■会 場 クラウンカントリークラブ 

■開催日 10 月 6 日(木) 

■集合時間 8:30（第１組スタート 9：10） 

■参加料 ▪一般(ビジター)9,800 円 ▪会員(メンバー)8,400 円 

※申込金 1,000 円を含みます。 

※申込金は参加申込の際にお支払いいただきます。 

 

■募集人員 80名(先着順) 20組編成 

 

■申込期限 9 月 15 日(木)必着 

 

申込方法、キャンセル、その他詳細につきまして

は、別途案内チラシをご確認ください。 

 

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、変更・中止に

なる可能性がありますこと、ご了承ください。 

（主催：体育協会 陶支部） 

 

【8月 青色防犯パトロール巡回日】 
 

8 月は夏休みのため実施しません 

 

 

 

【 8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（7/1現在） 増減 

世 帯 数 1,378 3 

人 口 

男 1,398 3 

女 1,598 -2 

計 2,996 1 

陶町民ゴルフ大会 参加者募集

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、土砂災害への対策

は日頃から意識しよう！ 

8月の和菓子 

～水饅頭 

6月 5日(日) 町民ティーボール大会 

陶小学校グラウンドにて 3年ぶりに開催さ

れ、5 チームが参加しました。コロナ対策

を万全に、子どもから大人が一緒にプレー

を楽しみました。ベンチからは声援の代わ

りに大きな拍手での応援があり、ランニン

グホームランや好プレーの場面では更に

盛り上がりをみせていました。 

出場チーム：新町・本町／元町・梨ケ根・

下山／西町・学校前・あけぼの台／大川 1・

2・3／大川 6・7 

 

～*～*～ 試合結果 ～*～*～ 

優勝 大川 1・2・3  準優勝 大川 6・7 

6月 19日(日) 町民ウォーキング大会 

今年は猿爪特設コースにて町民ウォーキ

ング大会が開催されました。若干蒸し暑い

気候でしたが、時折吹く涼しい風をうけ

て、参加者 29名が猿爪地区特設コース 6km

を 2時間かけて歩き、皆さん無事に完歩す

ることができました。 

陶の外れのコースを歩いた際は、「普段こ

の辺りを歩くことがないので、新鮮～！」

と、楽しみながら歩く方もいました。 

来年は、水上地区特設コースを予定してい

ます。皆さんのご参加お待ちしています。 

7月 3日(日) 町民ソフトバレーボール大会 

“常勝チームから勝ち星をとれるか!?” 

今年の参加チームは 6チーム。下は小学生

から上は 70 歳代までがコートで熱戦を繰

り広げました。「楽しんで試合しよ!!」と前

向きな掛け声の中、好プレーが続出。決勝

戦ではさらに白熱した試合となり、前回大

会の優勝チームが今年も優勝を手にしま

した。 

～*～*～ 試合結果 ～*～*～ 

優 勝 本町 3～6 丁目・新町 2～4 丁目 チーム 

準優勝 西町・学校前・あけぼの台Ａ チーム 

優勝チームの皆さん 

交通ルールを守って、

車に気をつけようね！ 

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

「市報瑞浪」(現・広報みずなみ） 

昭和 47年 7月 24日号も展示します。 



 ※ 講 は公民館講座を表します。 

日・曜日 行 事 内 容 

4日㈭ 陶町連合区会(19:00～) 

13日㈯ 陶祖祭 

15日㈪ 猿爪区夏祭り ※中止 

26日㈮ お年寄りと子どもの夏祭り(9:30～) 

28日㈰ 消防団市長特別点検 

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 16 日㈫ 25 日㈭ 

水上・大川 17 日㈬ 26 日㈮ 

 

瑞浪市指定ゴミ袋 新・旧ゴミ袋の交換について 

◎ゴミ袋の交換は、令和 5年 3 月まで行います。 

◎交換の際は差額をお支払いいただきます。 

◎不燃ゴミ用の袋・シールは、令和 5年 3月の収集日まで使用できます。 

◎サイズの交換はできません。 

 

 

(『陶町文化祭・サニーヒルズ祭』実行委員会) 

 

●サニーヒルズ祭・陶町文化祭「芸能の部」中止 

 

●陶町文化祭 「展示の部」のみ開催 

 開催日：10月 15日(土)・16日(日) 

 会 場：陶公民館 

 

芸能の部への出演準備や練習、サニーヒルズ祭へ出店のご準備をされていた

皆さんには誠に申し訳ありません。来年度開催の際には、是非とも出演・出

店くださいますようよろしくお願いいたします。 

展示の部への出展につきましては、後日改めてご案内いたします。 

皆さまからの展示作品、多数お待ちしております。 

 

 

(陶町明日に向って街づくり推進協議会) 

9 月 18 日(日)に開催を予定しておりました『陶与左衛門窯まつり』は、新型コロナ

ウイルス感染症の拡大防止のため中止といたします。 

 

🌟 陶与左衛門窯の焼成については予定通り開催 🌟 

町民の皆さま、各年代の皆さまには、焼成作業にご理解いただき、何卒 

ご協力くださいますようお願い申し上げます。 

《令和 4 年度 陶与左衛門窯焼成日程》 

令和 4 年 9 月 15 日(木)～19 日(月・祝) 

 

 

 

(陶町連合区) 

秋の環境整備作業を実施します。ご協力よろしくお願いします。 

 

■作業日時：9月 4日(日) 8:00作業開始 

■作業内容：道路の補修、草刈り、河川の清掃、水路清掃、ごみ拾い 他 

■作業区域：各区・各町内会・各組地内 等 

雨天決行 但し、気象警報が発表され中止とした場合は、7:00に防災行政無

線でお知らせします。 

 

作業を行う際は、新型コロナウイルス感染症対策ならびに熱中症対策を忘れずに！ 

 

 

（委員長：小木曽忠之） 

長年ナイター野球実施に携わってきました陶夜間照明運営委員会ですが、

近年ナイター野球の参加チーム減少等の理由により、この度解散すること

となりました。よって、今後ナイター野球は実施いたしません事をお知ら

せします。 

残りの経費については歩行型草刈り機等を購入し、陶小学校に寄付いたし

ました。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。 

長年に亘るご支援ならびにご協力いただき誠にありがとうございました。 

  

 

 

プール遊び、楽しいね‼ 
例年より早い梅雨明けをし、本格的な夏

の到来を感じます。 

今年は２年ぶりにプール遊びを行うこ

とができています。プールに入る前は、ちょ

っとドキドキ緊張した表情の子ども達でし

たが、水の中に入ると「キャー、冷たい！」

「気持ちいい‼」と歓声が沸きあがっていま

す。プール遊びの回数を重ねる毎に「ワニに

変身‼」「顔を水につけて、泳げたよ！」など、

水とどんどん仲良くなり、キラキラ笑顔がは

じけています。夏ならではの遊びを楽しみな

がら、心も体もぐんぐん大きくなってほしいと思います。 

 

夏野菜の収穫をしたよ‼ 
くまぞう組が毎朝、水やりと草取りの世話

をしている夏野菜。グングン育ち「トマトが

赤くなってきたよ！」「キュウリのお花が咲

いたよ！」と野菜の生長を見つけては嬉しそ

うに話をしてくれます。そして先日、ついに

キュウリ、ピーマン、トマトが実り、初収穫

をしました。 

収穫をした野菜は、給食先生にお願いをし、

給食で調理していただきました。「みんなで育

てた野菜だよ」と話をすると、「おいしい！」、

野菜がちょっと苦手なお友達もパクパク。や

はりみんなで愛情を込めて育てた野菜の味は

格別のようでした。 

 
 

 

 

 

『誉田哲也が訊く！』（誉田哲也 著 ／光文社 刊） 
元刑事が経験をもとにドラマの警察監修のウラ側を書いた本。

遺留品のバッグからでてきた砂で犯人像を推測します。 

情報からみる着眼点がおもしろい。 
 

6月の陶分室利用 ◎貸出人数：23人 ◎貸出冊数：63冊 

 
～瑞浪市民図書館 8 月の休館日～ 

1日㈪、8日㈪、15日㈪、22日㈪、29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。 

陶夜間照明運営委員会よりお知らせ

9 月 環境整備作業実施のお知らせ 

令和 4年度 陶与左衛門窯まつり 中止のお知らせ 

令和 4年度 陶町文化祭・サニーヒルズ祭の開催について 
サニーヒルズ

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。 

8 月 すえっこくん おでかけスケジュール 

26 日(金)9:30～ 

お年寄りと子どもの夏祭り（陶幼児園 於） 

すえっこくんにはじめて会うお友達もいるかもしれないね。 

幼児園のみんなと会える夏祭り、楽しみにしてるよ！ 

 

 

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・中止する可能性もありますことご容赦ください。 

（7 月） 

瑞浪市民図書館だより オススメ！陶分室の本 

すえっこくん、7月のおでかけはありませんでした。 

来年は、地元の祇園祭におで

かけできるよう、七夕さまに

お願いしたよ！ 

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

