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9月はお彼岸。お彼岸の時に食べるお菓子として“おはぎ”があります。もち米とうるち米を混ぜ、蒸して丸めたものを餡子やきな粉で包んだ和菓子です。おはぎは同じ形態でも季節に
よって呼び名が変わります。春分の時期は「牡丹餅(ぼたもち)」と呼ばれるのは有名ですが、夏には「夜船(よふね)」、冬には「北窓」と呼ばれます。今は主に春と秋のお彼岸に店頭に並
びますが、秋は小豆が収穫されて皮が柔らかいので粒餡を、春は小豆が冬を越して小豆の皮が固くなっているので皮を取り除いたこし餡を使用するそうです。 

 

 

 

 

 

加藤輔之さん 

 

岐阜県の発展に寄与した、県民の福祉の増進

に功績があった等、県民の模範となり活躍し

た方が表彰される岐阜県功労者表彰・市町村

行政分野で、加藤輔之さん(陶町猿爪在住)が

表彰されました。 

瑞浪市議会議員をはじめ、陶町では瑞浪市体

育協会陶支部長、ボランティア団体として活

動するすえふるさと福祉村の理事長として

地域福祉の充実に尽力されています。また、

お囃子保存会会長として地域の文化保存の

ために地元の子供たちへの文化継承活動も

されるなど、多方面で活躍されています。 

 

「福祉と防災ファーストとし、今後も精進していきたい。また、陸上競技

の発展にも寄与していきたい」と、これからの活動への意欲をお話してい

ただきました。 

  

 

 

会場：日本武道館 

中津川市立阿木高等学校三宅伶依さん 

男子団体戦に岐阜県代表メンバーとして全国大会に出場されました。 

 

 

 

会場：岐阜メモリアルセンター長良川競技場 

陶町出身瑞浪南中学校生徒さんが中体

連岐阜県大会（陸上競技）にて、以下の

皆さんが入賞されました。 

・1500m 8位 堀田幸誠さん(2年生) 

・男子低学年リレー 7位 

第 1走：堀田幸誠さん(2年生) 

第 4走：勝 桔平さん(2年生) 

※陶町出身者のみ紹介 
小学生、中学生の各種大会等の結果詳細について
は、新聞折込みにてお手元に届く学校通信（陶小学
校『陶苑』、瑞浪南中学校『南風』）でもご覧いただくことができます。そちらもご参考ください。 

 

 

年に一度の焼成が今年も始まります！ 

 

奥行 17m、幅 6m、一房目と六房目の高低差が 5mにもなる陶の観光名所のひと

つ六連房式登り窯。今年も、4月から与左衛門窯講座で作られた作品をはじめとす

る陶芸作品が焼成されます。 

一房目から徐々に薪をくべ、六房目の窯に火が届くまで、昼夜を通して町民と有志

の皆さんが交代で作業を行います。 

 

焼成期間中には「希望の薪」として、薪に願い事を書いて自身で窯に投げ入れ

る事ができます。（協力金 200 円） 

 

【焼成スケジュール】 
9月 15日㈭ 9：00 火入れ式 

 

 

19日㈪㈷ 18：00頃 火止め（予定） 

 

✥新型コロナウイルス感染対策をしたうえで作業を行います。 

みなさん、安心して見学・体験にお越しください。 

  

 

第 47 回陶町文化祭への出展作品を募集します。個人での出展、グループでの出

展、いずれも大歓迎。趣味で作った作品、絵画、写真など、ぜひ出展ください。 

 

👉申込み方法：所定の申込用紙でお申し込みください。 

申込用紙は陶公民館に用意してあります。 

👉申込み期限：9 月 26 日㈪ 17：00 まで 

陶公民館に用紙をご提出ください。 

 申込み・問合せ先：陶公民館 ☎ 65-2112  

 

 

 

陶公民館講座（秋・冬季）開講します。配布された別途案内をご覧いただき

お申し込みください。 

《今回開講予定の講座》 

・骨盤ケア＆バランスボール教室 ・親子で作るパン教室 

・女性のための「健康づくり栄養講座」① ・秋のだし活 

・女性のための「健康づくり栄養講座」② ・アロマ香る壁飾りとアロマストーンサシェ 

・米粉のもちもちシフォンケーキと焼きプリン ・エコプリント生地で作るアイピロー 

【悪天候時の陶公民館の利用について】 
悪天候により避難指示が発表されている間は通常での施設利用を停止することがあります。この際、利用予約をされている場合でも利用できなくな

る可能性がありますことご了承ください。 

防災ラジオなどの防災情報・避難情報に十分注意し、対応いただきますようお願いいたします。 

 

【９月 青色防犯パトロール巡回日】 
 

・ 7 日㈬…保母、久保田、西尾、景山 

・14 日㈬…市川、水野(恵)、水野(安)、中村 

・21 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。 

【 ９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（8/1現在） 増減 

世 帯 数 1,384 +6 

人 口 

男 1,398 ±0 

女 1,602 +4 

計 3,000 +4 

令和 4年度 秋冬 陶公民館講座案内配布しました

第 47回 陶町文化祭 出展作品募集します

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 

 

今年の仲秋の名月は、 
9 月 10 日です。 

9月の和菓子 

「おはぎ」 

と輝く陶町民 

岐阜県功労者表彰 受賞 
令和 4年度全国高等学校定時制通信体育大会  第 53回剣道大会 出場 

中体連 岐阜県大会入賞～陸上競技～ 

男子低学年リレーメンバーの皆さん 

編 

この間は 24時間 
薪入れ作業を行います 

～昨年の出展作品～ 

～昨年の焼成の様子～ 



 ※ 講 は公民館講座を表します。 

日・曜日 行 事 内 容 

1日㈭ 陶町連合区 区長会(19:00～)※区長・副区長のみ対象 

4日㈰ 陶町環境整備作業[道直し] (8:00～) 

15日㈭ 

～19日㈪㈷ 
陶与左衛門窯 焼成 

18日㈰ 陶与左衛門窯まつり ※中止 

25日㈰ 

陶与左衛門窯 窯出し(9:00～) 

瑞浪市消防団第 5分団 瑞浪市長特別点検(11:00～) 

町民インディアカ大会 ※中止 

※15日㈭に開催を予定していました、「陶町福祉関係者懇談会」は延期とします。

開催日程が決定しましたら、改めてお知らせいたします。 

※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 14 日㈬ 26 日㈪ 

水上・大川 15 日㈭ 27 日㈫ 

 

瑞浪市指定ゴミ袋 新・旧ゴミ袋の交換について 

◎旧ゴミ袋の交換は、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。 

◎旧不燃ゴミ用の袋・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。 

 

 

★収集日当日の午前 8時 30分までに出してください。 

★必ず地区で定められた集積場所に出してください。 

★指定品目以外は出さないでください（出されても収集しません）。 

★指定ゴミ袋を使用し、口元を結んで出してください。 

特に最近、「この辺りで見たこともない人が、指定のごみ

袋を使用することなく捨てていくので困る」などの苦情

が多発しています。 

 
 

今一度、ゴミ出しルールを見直しましょう！ 
 

 
 

(瑞浪市役所 健康づくり課) 
 

生涯で 2人に 1人はがんになるといわれており 

決して他人事ではありません！ 

 

できたばかりのがん細胞は大変小さく、目には見えません。 

やっと1cmほどの大きさになって初めて検診などで発見できるようになりま

す。がんのもとになる細胞は誰の体にも存在し、それがいつ急に増殖するの

かは分かっていません。そのため、がんの早期発見・治療のためには定期的

な検診が重要です。 

各検診には定員があります。お早めにご予約ください。 

 

■検診名：乳・大腸がん検診 

■実施日時：9 月 26 日(月) 13：15～15：00 

■場 所：陶コミュニティーセンター 

 

■対象者：40 歳以上の市民（乳がん検診は令和 3 年度に受けた方を除く） 

■料 金：大腸がん検診：500 円、乳がん検診：1,000 円 

 

 

 申し込み先：瑞浪市役所 健康づくり課 ☎ 68-9785  

 

※9 月 27 日（火）に陶コミュニティーセンターで予定されている胃・肺・大腸がん

検診は、ご好評につき満員となりました。 

同検診をご希望の方には、東濃厚生病院健康管理センターで

の検診日程をご案内させていただきます。健康づくり課へご相

談ください。 

（右のＱＲコードからも検診日程をご覧いただけます。） 

 

  

 

 

「信号の見方や横断の仕方を覚えたよ‼」 
 ７月 15 日の交通指導に、交通安全協会陶分会か

ら 2 名の方と、警察の方 2 名に来ていただき行い

ました。まずは信号の見方をパネルシアターで教え

てもらった後、実際にミニ信号機を使って、横断歩

道を渡る様子をみていただきました。警察の方や

交通安全協会の方から「赤信号の時は、一歩さがっ

た所で待っていてね」「信号が変わっていないか、

よく見てね」など横断する姿を傍で見守ったり、優

しく声をかけていただいたりしました。子ども達

はその声に励まされながら、真剣な表情で横断を

していました。 

 その後は子ども達から、警察の方に質問タイム！

「どうして被っている帽子が違うのですか？」「腰

につけているものは何ですか？」などの質問に、丁

寧に答えてくださいました。また、実際の警棒や手

錠をみせていただくと、「すごい！」と目をキラキ

ラ輝かせていました。そして最後にはパトカーに

乗せていただき、益々子ども達の目はキラキラ‼

ここでも「このボタンは何ですか？」など、質問

が止まらない様子でした。 

 

将来、警察官になって陶の

街を守ってくれる子は現れ

るのかな？貴重な経験をさ

せていただき、ありがとう

ございました。 

 

 

 

 

『自分がおじいさんになるということ』 
（勢古 浩爾  著  ／ 草思社 刊） 

心地いい風や木漏れ日に生きている楽しさを感じる。これは、こ

の上もなくいいことである。年寄りにとっての生きる極意とは。 
 

7月の陶分室利用 ◎貸出人数：37人 ◎貸出冊数：98冊 

 
～瑞浪市民図書館 9 月の休館日～ 

5日㈪、12日㈪、20日㈫、26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 

 

 

 

 

 

8 月 26 日(金)、陶幼児園であった「お年寄りと子どもの夏祭り」におで

かけしたよ。 

その時の様子やたくさんのお友達と遊んだことは、次の号でお知らせす

るから楽しみにしてね。 

 

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。 

がん検診のお知らせ

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。 

９月 すえっこくん おでかけスケジュール 

9月のお出かけ予定はありません。 
イベントがあったらキミの住む町に遊びにいくよ！ 

その時は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。 

（8 月） 

瑞浪市民図書館だより オススメ！陶分室の本 

 検診はがんから 
命を守る第一歩 

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

