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年末から年明け上旬くらいまでの期間限定で和菓子店に並ぶ『花びら餅』。平安時代宮中でお正月に食べられていた料理をもとに和菓子となりました。丸
く平らに伸ばした白い餅又は求肥の中央に紅色の菱餅が重ねてあります。菱餅の上には白餡に白みそを加えた味噌餡、さらに甘露煮した細切りごぼうをの
せ、半分に折りたたんで作られています。甘露煮のごぼう、白味噌の白餡…どんな美味しさか味わってみたいですね。  
 

12月 28日(水)～1月 4日(水)は、公民館の貸館利用ができません。12月 29日(木)～1月 3日(火)の期間は、陶公民館を閉館します。 
但し、12月 28日(水)・1月 4日(水)は、通常通り窓口利用可能です。 

 

 

 

新聞感想コンクール 優秀賞受賞 

第13回『いっしょに読もう！新聞コンクール』(日本新聞協会)で、陶小学校

6 年生 長谷川友里さんが優秀賞を受賞されました。国内外から 56,998 作

品の応募があり、その中で優秀賞は 30作品。家族や友達と一緒に新聞を読

んで感想・意見を書いて応募するこのコンクールで、毎朝新聞を読んでい

る中から友里さんが選んだ記事は、“人のために頑張っていることに対する

応援”が書かれている記事でした。 

この記事についてお母さんと話をしな

がら“人とのつながりを生み出す新聞

の力のすごさ”を感じたという友里さ

ん。“自身が書く文章も遠く離れた見知

らぬ誰かの力になるといい”、という思

いで、これからも新聞記事に関する作

文を投稿していきたいとのことです。 

 
 
一緒に記事について意見を交わしたお母さんからは、「これからも毎朝新聞を読んで、色々
な情報を得る中から情報を整理し、自身の考えや意見を発信して欲しい。何事にも真剣に
取り組んで、この経験を大切にして成長して欲しい。」と、お話していただきました。 
 

また、同コンクールにて熱心な取り組みに贈る学校賞では、陶小学校が 

学校奨励賞を受賞しました。 

  
本年もよろしくお願いします 

コロナの感染状況も一進一退となり、油断ので
きない昨年でした。 
町民の皆さまには、公民館利用や町民行事への
参加に関し、コロナ対策にご協力いただき、大変
感謝しております。 
町民の皆さまに安心して公民館利用および行事
などにご参加いただき、健やかな生活をお過ご
しいただけるよう。職員一同努める所存です。 
今後とも何卒よろしくお願いいたします。 
 
陶コミュニティーセンター／陶公民館 職員一同 

 
 

 

番組名『マイクマンのローカル観光社』 

《前編》1 月 7日㈯～1月 13日㈮放送 

…取材箇所:こま犬、うさぎ岩、新星 

《後編》1 月 14日㈯～1月 20日㈮放送 

…取材箇所:一家団らん、水上神社下 狂俳陶板 

《放送時間》各日 9:00 12:00 18:00 22:00 

 

陶町の見所や地元ならではの注目スポットが多数紹介され  

 

【1月 青色防犯パトロール巡回日】 
 

・11日㈬…保母、久保田、西尾、景山 

・18日㈭…伊藤(正義)、水野(雅)、加藤、中山 
・25日㈬…市川、水野(恵)、水野(安)、中村 
 
※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。 

【 1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（12/1現在） 増減 

世 帯 数 1,373 ＋1 

人 
口 

男 1,376 -5 

女 1,579 ±0 

計 2,955 -5 

おりべ情報局 陶町特集 放送決定!!

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 

 

【昭和 14 年生まれ】市川さん 

 
うさぎ年生まれということで、うさぎのごと
く日々飛び跳ねて、人生84年。これからは
長寿の象徴、亀にならって、めざせ100歳！ 

1月の和菓子 

「花びら餅」 

年末年始の 
公民館利用について 

卯年でうさぎ岩が激アツ!? 
でも登る際にはルールを守ってね！ 

各年代の年男・年女の方にお願いして、今年の抱負、これからの目標をお話ししていただきました。 

と輝く陶町民 編 

長谷川友里さん ～お母さんと一緒に～ 

【平成 23 年生まれ】 

(右から)水野さん 
最高学年になるので、低学年の子たち
に頼られるようなしっかりした 6 年
生になりたいです。 
佐藤さん 
6年生になったら、低学年にわからな
いことや、困っていることの相談にの
れるようにして、みんなで仲良くなり
たいです。 

(左から)堀田さん 
6 年生になって、最高学年なので、低学
年に優しい思いやりがあるような高学年
になりたいと思います。 
羽柴さん 
低学年や地域の方々に優しくできるよう
な思いやりのある6年生になりたいと思
います。 

【昭和 50 年生まれ】 

 
伊藤さん 商売繁盛！ 

【昭和 62 年生まれ】 

 
羽柴さん 
大きな事故、大きな怪我、病気な
どをせずに、家族全員で今までど
おりの生活ができるように努力
していきたい。 

【昭和 38 年生まれ】伊藤さん 

 
還暦なので、私が生まれたときとまるっきり同じ暦に戻るわ
けです。いわば、『赤ちゃんが生まれた時と同じかな』という
ことで、還暦＝もう一度生まれ変わったつもりで、今後の人
生ちょっと考えて、色々やっていこうかな、と思います。 

【昭和 26 年生まれ】小木曽さん 

 コロナがないのが一番！  

コロナがなければいろんな行事もできるし、体育関係
の行事ができるので、それまで元気に頑張りたい！ 

【平成 11 年生まれ】 

   
小木曽さん 
社会人一年がもう少しで終わりま
すが、これからもがんばります。 



 ※ 講 は公民館講座を表します。 

日・曜日 行 事 内 容 

7日㈯ 
第 50回 陶町 新年マラソン大会 兼 健康ウォーキング 

 受付 8:10～8:40／開会式 8:50～／スタート 9:00 

8日㈰ 二十歳の祝典 

9日㈪㈷ 瑞浪市消防出初式 

12日㈭ 陶町 区長会(19:00～) 

※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 18 日㈬ 26 日㈭ 

水上・大川 19 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。 

 

 

～ルールを守ってゴミ出しをしましょう～ 

ゴミ出しは自身の町内会の指定集積場に出しましょう 

ゴミを出す場合は、地区・自治体で決められた場所に出しましょう。各町内会では、ゴ

ミ収集場を管理する当番を決め、環境美化に努めているところが大半です。 

みだりに自身が住んでいる地区以外のゴミ集積場にゴミを出すことはやめてください。 

 

 

(主催 瑞浪市陶公民館) 

《開催日時》 令和 5 年 1 月 7 日(土) 小雨決行 

天候不順による中止の場合は当日 7:30 に防災行政無線でお知らせします。 

■受付時間 8：10～8：40 ■開会式 8：50～ 

■スタート 9：00 ※マラソンスタート後、ウォーキングがスタート 

 

《開会式会場及びスタート＆ゴール》 陶コミュニティーセンター 駐車場 

《種目・部門》 ・マラソン(6部門) ・ウォーキング…共通コース 2.2km 

《参加資格》 ・マラソン…小学生以上。健康で走れる人 

 ・ウォーキング…健康で歩ける人（小学生未満は保護者同伴） 

《表彰・参加賞 等》 

 ・マラソン…参加賞図書カード(500 円) 各部門 1 位には賞品あり。  

 ・ウォーキング…完歩者全員に参加賞 

《参加申込方法》 

 ・開催日当日申込受け付けします。 

 ・幼、小、中学生は「承認書」を添えて申し込みをしてください。 

※承認書は、陶幼児園、陶小学校、瑞浪南中学校の皆さんには予

幼、小、中学生の方は、陶町 HP よりダウンロードしてください。 

 

※大会詳細・コースにつきましては、陶町内回覧、陶町 HPにてご確認ください。 

※コロナ感染拡大状況によっては、中止になる可能性がありますことご了承ください。 

 

☆☆ 各自コロナ感染症対策を行い、感染拡大防止に努めてください。 ☆☆ 
 

 お問合せ先 👉 陶公民館 ☎ 65-2112  

 

 

下記要領に従い受取りください。 

◆配布場所・時間帯 

 ・陶コミュニティーセンター(土日祝を除く 8:30～17:15) 

 ・陶警察官駐在所(終日) 

◆受取りの際には、『融雪剤受払簿』に必要事項を記入ください。 

◆町内会長・組長など自治会役員にお渡しします。難しい場合は役員等に事前連絡

をした上で受取を、若しくは受取った旨の事後報告をお願いします。 

◆お渡しは、一人一回一袋までとします。 

 

 

 

(陶コミュニティーセンター) 

  

 

お楽しみ会(劇ごっこ)、がんばったね‼  
1２月６日、お楽しみ会をしました。３歳児は

子ども達の大好きな忍者になりきり、保育者と

一緒に忍者修行を楽しみました。４歳児は大好

きな絵本「めっきらもっきらどおんどん」をも

とに、お友達と一緒にやり取りをしたり、リズムに合わせて踊ったりしまし

た。５歳児は「ブレーメンの音楽隊」のお話をもとに、１人でセリフを言い、

今まで頑張ってきた竹馬やホッピング、フープ、ボール、けん玉のチャレンジ

やハンドベルを披露しました。子ども達のはりきっている姿、可愛らしい姿、

真剣に取り組む姿は本当に感動します。保護者の方々を前にドキドキしなが

らもやり遂げた子ども達は、大きな達成感を味わい、また１つ自信をつけるこ

とができました。 

 

 

 

 

 

収穫した大根で おでんクッキング‼ 
１２月７日、園の畑で育てた大根を収穫しました。「こんなに大きいよ！」

と大喜びの子ども達。そして次の日、収穫した大根で５歳児がおでんクッキン

グをしました。園で初めて使う包丁にドキドキしながらも、上手に大根やちく

わなどを切りました。そしてカセットコンロを使ってお鍋でグツグツと煮て

いくと、だんだんいい匂いが園中に漂ってきました。待ちに待った給食の時

間。普段、大根が苦手なお友達もペロっと完食‼どの子も 

「おいしい！おかわり！！」とお鍋の中は空っぽになりました。自分たちで種

をまき、水やりや草取りの世話をした大根は格別ですね。 

 

 

 

 

『じつは裁判所ってこんな所なんです！』 
（中村圭一  著  ／ ごま書房新社 刊） 

裁判所書記官として勤務した著者が、裁判所について語る本。

職員が交通事故を起こしたらどうなるなど興味深い話題いっぱい

です。 
11 月の陶分室利用 ◎貸出人数：33人 ◎貸出冊数：121冊 
 

～瑞浪市民図書館 1 月の休館日～ 
1 日㈰～4 日㈬、10 日㈫、16 日㈪、23 日㈪、 

30 日㈪、31 日㈫ 
 

☺瑞浪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。 

 

 

 

 

 

 
3 年ぶりに開催された『バサカニ 2022』。全国からの参
加者で、瑞浪駅前をはじめとする各会場は大賑わい。ぼ
くも久しぶりのお祭りでワクワクしたよ！ 
寒かったけど、地元高校の生徒さんや踊り子さんたちと
たくさん写真を撮って、とても楽しい時間を過ごす事が
できたよ 。 

 

 

 

 

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。 

市道散布用 融雪剤の配布について

第 50.回 陶町新年マラソン大会 兼 健康ウォーキング大会 

参 加 者 募 集 

1 月 すえっこくん おでかけスケジュール 

・7日(土) 陶町新年マラソン大会(陶コミュニティーセンター) 
※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 

■12 月 18 日㈰  

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

