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亥の子餅は、亥の月・亥の日・亥の刻に食べることでいのししにあやかり子孫繁栄や無病息災を願います。ゴマなどの雑穀を混ぜ込んだ餅製の生地で小豆餡を包んだものですが、地

域によっては、餅の中に銀杏や干し柿を包んだものや、焼きごてでウリ坊の縞模様を餅の表面に付けたものなど…。地域によってそれぞれ違うので食べ比べする楽しみもあります。 
 

 

 

 

 

 

 

陸上競技で活躍！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 年ぶりに「ふれあい広場」が帰って来た！今回は、陶小学校

創立 150 周年の記念事業の航空写真撮影もあります。絆マラ

ソンの代わりに、新しいゲームが盛りだくさん。地元商品を景品と

したくじ引きを開催。来場者にはもれなく参加賞をご用意。 

ご家族、お友達を誘って陶小グラウンドに集まろう！ 

■日時 令和 4年 11月 6日(日)9:30～受付、 11:55終了予定 

■会場 陶小学校グラウンド(駐車場はグラウンド西側をご利用ください) 

 

★会場ではコロナ感染症対策を徹底しています。安心して参加ください。 

  

 

 

 

(陶町明日に向って街づくり推進協議会 主催) 

日用品を使って音楽を奏でる驚きのコンサートを開催します。 

お子さんから大人までが一緒に楽しめるコンサート。 

日用品を使用した手作り楽器の演奏体験もできます。 

 

《出演者》kajii 
クマーマと創のユニット。150 種類以上の日用品楽器を創り出し、

奏でる音楽は不思議そのもの。茶碗、どんぶり、湯飲みなどを並

べたオリジナル楽器をメインに、空き缶、ペットボトル、お菓子の空

き箱等々から飛び出す音楽が絶賛され、40 を超えるテレビ番組

に出演。 

 

《日時》12月 4日(日)14:00開演(13:30開場） 

《会場》陶公民館 多目的ホール 

《座席》全席自由 

(定員 75名 ※コロナの状況によっては変更の可能性あり) 

《チケット》高校生以上 1,000円／小・中学生 500円／未就学児 無料 

・販売窓口：陶公民館／水上簡易郵便局／瑞浪市総合文化センター 

・おひとり様 4枚まで購入可能 

・11月 1日(火)より各窓口にて販売開始 

・当日入場も可能ですが、チケットの事前購入をおススメします。 

・チケット購入時に代表者の氏名・連絡先を記入していただきます。 

 
※コンサートは新型コロナウイルス感染症予防対策を行ったうえで開演します。 
※ご来場の前に検温を行ってください。37.5℃以上、又は体調がすぐれない場合はご来場をお控え
ください。 
※館内ではマスクを着用ください。 

 お問合せ先 👉 陶公民館 ☎ 65-2112  

 

【11月 青色防犯パトロール巡回日】 
 

・2日㈬…保母、久保田、西尾、景山 

・9日㈬…伊藤(正義)、水野(雅)、加藤、中山 

・16日㈬…市川、水野(恵)、水野(安)、中村 

・24日㈭…阿部、伊藤(正男)、小木曽(隆)、野村 

・30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。 

【 11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（10/1 現在） 増減 

世 帯 数 1,379 +3 

人 口 

男 1,391 -3 

女 1,587 -3 

計 2,978 -6 

ふれあい広場に参加しよう！

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 

 

11月の和菓子 

「亥の子餅」 

《薪入れ作業》 

陶の紅葉 
見頃はいつかな？ 

 

10月 15日(土)・16日(日)の二日間に亘り開催し、町内外からたくさんの

方に来場いただきました。 

開催にご協力いただいた皆さんをはじめ、作品を出展者の皆さん、ご来場の

皆さんには改めて御礼申し上げます。 

次年度は、コロナの影響を受ける事なく、以前のようにサニーヒルズ祭・陶町

文化祭～芸能の部～ も開催できるよう願っています。 

（陶町文化祭・サニーヒルズ祭 実行委員長） 

〔出展状況および来場者数〕 

・団体数…20 団体、個人…15 人 

・展示作品数…766 作品 

・来場者数 2 日間延べ 447 人 

★来年もたくさんの方の出展、 
ご来場をお待ちしています。 たくさんの編みぐるみ作品(にこにこ会) 

今回初出展の作品 

立体感がすごい！(木彫) これ、本物のタマゴです
(公民館講座) 

木の実など、自然の材料
での作品(陶児童館) 

と輝く陶町民 
編 

●岐阜県中学生新人陸上競技大会 

男子共通 200m 3位入賞 

瑞浪南中学 2年生 勝 桔平さん 

●岐阜県高等学校 

新人陸上競技対校選手権大会 

女子 400mハードル 2位入賞 

麗澤瑞浪高 1年生 安藤 心菜さん 

 

 

 

 

 

 

 

東海高等学校新人陸上競技 

選手権大会に出場決定！ 

kajii の情報は
コチラからご覧
いただけます。 

陶町 あ・うんコンサート開催のお知らせ 



 ※ 講 は公民館講座を表します。 

日・曜日 行 事 内 容 

1日㈫ 
陶町教育講演会(10:35～12:00) 

※陶小児童のみ対象一般観覧不可 

4日㈮ 陶町 区長会(19:00～) 

5日㈯ 講 骨盤ケア＆バランスボール教室①(10:00～11:00) 

6日㈰ ふれあい広場(9:30～11:55) 

11日㈮ 講 一合枡のお正月のアレンジメント(19:00～21:00) 

12日㈯ 
講 女性のための「健康づくり栄養講座」① 

止められる老化のポイント(10:00～11:30) 

13日㈰ 小里川ダム 湖周ウォーキング 

19日㈯ 講 骨盤ケア＆バランスボール教室②(10:00～11:00) 

19日㈯ 

20日㈰ 
陶与左衛門窯 蔵出し市(10:00～15:00) 

27日㈰ 講 シャインカービング講座(10:00～11:30) 

※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㈫ 24 日㈭ 

水上・大川 16 日㈬ 25 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。 

 

やめてください！不法投棄！ 

10 月 21 日の夜から 23 日の朝にかけ

て、陶公民館東側に以下の状態で不法投

棄がありました。 

(酒ビン、一升瓶 ライター等) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各地区・集積所でも同様ですが、決められたゴミの日に、きちんと分別して出し

てください。正しく分別すれば資源になります。 

 

“誰かが片付けてくれる” 

そんな考えは絶対にしないでください。 

皆さんで協力してきれいな陶町にしましょう。 

 

 

10 月 6 日(木)クラウンカントリークラブにて開催。平日の開催ではありましたが、町外

からの参加者も含め、56名がゴルフの腕前を競い合いました。 

 

【競技結果】 
👑 優 勝 太田 正さん 

 準優勝 水野博文さん 
 ３ 位 小野直喜さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来年の大会は、東濃カントリークラブでの開催を予定しています。 

  

 

「うんどうかい、がんばったよ‼」 
今年度の運動会は『みんながスターだ！キラッ
とうんどうかい』をテーマに、1 人 1 人が主役
となってキラッと輝くことができるようにと願
い、活動を進めてきました。 
１０月１日（土）運動会当日は天候に恵まれ、
子ども達一人一人の笑顔や真剣な表情がキラッ
と輝く、心に残るステキな運動会となりました。
運動会後、５歳児がバルーンやリレーを 3.4 歳児に「こうやってバルーンは
持つんやよ」、(リレーで黄チームになったら)「帽子をこうやって(ひっくり返
して)黄色にしてね」と優しく教えてあげる微笑ましい姿がありました。又、
3.4歳児は、憧れていた競技ができることが嬉しく、５歳児の話を聞いて、嬉
しそうに遊ぶ姿がみられました。大きな行事を通して、保護者の方に沢山褒め
ていただき、達成感や満足感を味わい、自信をつけることができた子ども達で
す。 

 

「大きなおいもが掘れたよ‼」 
10 月 14 日(金)秋晴れのもと、社協陶支部、

長寿会の皆さんと一緒にさつまいも掘りをしま
した。4.5歳児は「うんとこしょ、どっこいしょ
‼」と長く伸びたツルをお友達と力を合わせな
がら引っ張り、おいもが土から顔を出すと「わ～
っ、大きい‼」と歓声があがりました。その後、
子ども達は、「ねえ、(一人じゃ無理だから)手伝っ
て～」「見て見て！こんなに大きいおいもだよ
～！」と夢中で掘り、大興奮でした。 
お土産に１人２本づつ持ち帰りましたが、おい

もを選ぶ時の子ども達の真剣な表情がまた、微笑
ましかったです。「焼きいもで食べたいな」「天ぷ
らがいい！」と嬉しそうに話をしていた子ども
達。きっと自分たちで収穫したおいもの味は格
別だったでしょうね。こうした貴重な体験がで
きるのも、地域の皆さんのご協力のおかげです。
ありがとうございました。 
 

 

 

 

 

 

『厨に暮らす』 
（宇多喜代子  著  ／ NHK 出版 刊） 

俳人の宇多さんが、一年を通して季節の台所を紹介します。どこ

か懐かしい昭和の家庭を俳句と季語の逸話で彩ります。旬をおい

しくいただいてください。 
9月の陶分室利用 ◎貸出人数：27人 ◎貸出冊数：84冊 
 

～瑞浪市民図書館 11 月の休館日～ 
7 日㈪、14 日㈫、21 日㈪、28 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。 

陶町民ゴルフ ３年ぶりに開催

11 月 すえっこくん おでかけスケジュール 

・ 6日(日) ふれあい広場(陶小学校グラウンド) 
・11日(金) 陶児童館運動会（陶児童館） 

※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。 

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） 

瑞浪市民図書館だより オススメ！陶分室の本 

■10 月 15 日㈯  

お天気にも恵まれて、たくさんの人たちが作品を見に来てくれたよ。 
小さなお友達もたくさん来てくれて、とっても楽しかった！ 

ママ、このおっきい子 
誰？(汗) 

こんなん採れました！ 
畑でこんな形の野菜が採れました。 鳥(!?)に見えるナス。 

（林 イクヱさん提供） 

あっ、こま犬 

【今回の優勝者 太田 正さん】 

クリーンセンターから収集
不可の貼り紙が貼られ、残さ
れたままです。 

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

