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二十四節気… 10 月 8 日：寒露（草木の露が霜に代わり寒さが増していく頃。秋の長雨が終わり、秋が深まります） 
 10 月 23 日：霜降（早朝に霜が降り始めるこという意味。晩秋を迎え、山々が色づく紅葉の季節） 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年で第 17回目になる陶与左衛門窯焼成。9月 18日～22日まで焼成が行われ、

約 3,000 点の作品が焼きあがりました。新型コロナの影響で陶芸教室の開催が遅れま

したが、それでも、美濃焼の器、こま犬、干支などの作品作りや作陶体験に訪れた方は

多く、たくさんの作品が窯に入れられていきました。 

9月 27日㈰には窯出し作業。さて、どのような作品が出来上がったでしょうか？ 

 

 

------- 作品の販売『蔵出し市』開催します ----- 

今回焼きあがった作品の一部が販売されます。心のこもった手作り作品がお値打ち価

格で販売されます。趣味に合うものや、ご覧になって“これだ!!”という作品をぜひ見つ

けにきてください。皆様のお越しをお待ちしています。 

 

《陶与左衛門窯 蔵出し市》 

日時：11 月 21日㈯・22 日㈰ 各日 10 時～15 時（予定） 

場所：陶与左衛門窯（瑞浪市陶町大川 786-1 ☎0572-65-3776） 

 

※新型コロナウイルス感染症の影響により、開催が中止となる場合がありますこと、あらかじめご

了承ください。 

 

 

 

 

 

9 月 6 日に開催されました「陶町環境整備作業（道直し）」では、多数の町

内の皆様にご協力いただき、誠にありがとうございました。 

6 月の作業が中止だったため、今回の作業は大変だったと思いますが、皆

さんのご協力のおかげで、無事終了することができました。 

ご協力、ありがとうございました。 

  

 

 

 

瑞浪市自由研究作品 科学作品で、陶小学校３年生の加藤穂高くんが優秀賞を受

賞されました。 

作品名は「最強の糸電話をつくろう」。 

道路を挟んで 25.5m 離れたお向かいに住んでいる

おばあちゃんと簡単に糸電話で話せたらいいな、と

いう思いがきっかけだったそうです。“糸”の部分は

タコ糸や針金、カセットテープなど 10種類以上のも

ので実験。「やってみて、作るのも難しかったけど、

話してみることも難しいことだということがわかってよ

かった。来年もまたちがう実験に挑戦して賞をとりた

い」と笑顔で話してくれました。 

 

 

 

 

9 月初旬、陶町街づくりのが「世界一の茶つぼ～豊穣の壺」の清掃作業を行いました。

5年ぶりの本格的な茶つぼ清掃、足場を組んで高圧洗浄機で茶巾、本体、壁を清掃。

ブラシを使って案内看板、小さな茶つぼが並ぶスペースの草取りと、隅から隅までピカ

ピカになりました。 

特に、本体は苔むして色がくすんでいましたが、本来の色を取り戻してとてもきれいにな

りました。 

みなさん、ぜひ一度きれいになった茶つぼをご覧ください（日中がおすすめです）。 

              

 

 

 

 

瑞浪市には「飼い犬の糞の放置、放し飼い」や「野良猫への無責任なエサやり」などで

困っている方の相談が多く寄せられています。ごく一部の飼い主や住民の行為と思わ

れますが、地域住民の皆さんに多大な迷惑がかかっているのが現状です。飼い主とし

て適正な飼育を心がけましょう。 

 

特に、野良猫に対して「かわいそうだからエサをあげて

いる」といった行為が多くみられます。この行為は飼い主と同

等とみなされます。 

飼うこともしないのに無責任な行為の結果、野良猫が増えて

地域に悪影響を与えます。野良猫が増えるのは、飼い主で

はないあなたがエサを与えるからだということを自覚してくださ

い。エサを与えるのであれば自身の飼い猫にする、または、

自己負担で不妊手術をするなどして、これ以上不幸な野良

猫を増やさないように心がけてください。 

詳しくは、町内回覧をご覧ください。 

 

 

 

 

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。 

陶町の人口動態（9/1 現在） 増 減 

世帯数 1,407 -3 

人 

口 

男 1,461 ±0 

女 1,684 -2 

計 3,145 -2 

秋の環境整備作業（道直し） ご協力ありがとうございました

陶与左衛門窯 焼成から窯出し作業へ

守ってください!! ペットの飼育マナー！

世界一の茶つぼ ピカピカになりました

瑞浪市自由研究作品 科学作品優秀賞受賞

発行元：陶コミュニティーセンター  〒509-6361 瑞浪市陶町猿爪 405-1 
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14 日㈬ ・ 28 日㈬ 

・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 

 

開催日時：10 月 17 日(土) 9 時～18 時 
 18 日(日) 9 時～16 時 
 
会 場 : 陶公民館（瑞浪市陶町猿爪 405-1） 
 
出展対象者:公民館登録クラブ、一般、幼児、 

小学生、中学生 

出展作品詳細: 絵画、書、手芸、陶芸、写真、 
草木染め(公民館講座作品) などなど 

 

※ご来場の際は、新型コロナウイルス 

対策としてマスクを着用ください。 

主催：「陶町文化祭・サニーヒルズ祭」実行委員会／陶公民館／サニーヒルズみずなみ 

後援：陶町連合区／陶町明日に向って街づくり推進協議会 

【開催についてのお問合せ先】陶公民館 ☎0572-65-2112 

「来年も受賞目指して頑張ります！」 

《9月18日 火入れ式》 

   本当に心優しい人ならわかるはず 
猫への無責任なエサやりはやめましょう 

5 年に一度の 国勢調査にご協力ください 

《窯の温度を記録》 《1000℃以上の窯に薪入れ》 



 ※ 講 は公民館講座を表します。 

・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、予定の行事・イベントが中止になる可能性があります。 

日・曜日 行 事 内 容 

3日㈯ 講 ハーブソルトとスパイスソルトを作ろう！（10：00～） 

4日㈰ 水上神社秋季例大祭 ※神事のみ実施 

5日㈪ 陶町区長会（19：00～） 

6日㈫ 講 セルフリンパマッサージ（19：00～20：30） 

10日㈯ 瑞浪市福祉まつり ※中止 

11日㈰ 八王子神社秋季例大祭 ※神事のみ実施 

13日㈫ 
講 セルフリンパマッサージ（19：00～20：30） 

陶町教育講演会 ※中止 

17日㈯ 陶町文化展（9：00～18：00） 

18日㈰ 
陶町文化展（9：00～16：00） 

サニーヒルズ祭 ※中止 

20日㈫ 講 セルフリンパマッサージ（19：00～20：30） 

24日㈯ サロン一歩 ※中止 

27日㈫ 講 セルフリンパマッサージ（19：00～20：30） 

31日㈯ 講 減塩のためのだしの上手な活用法-座学-（10：00～） 

******* 行事中止のお知らせ ******* 

新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、以下の行事を中止とさせていただきま

す。開催を楽しみにされていた皆さまにはご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、何

卒ご理解のほどよろしくお願いします。 

◆10月 13日㈫ 『陶町教育講演会』 

◆10月 18日㈰ 『サニーヒルズ祭』 

※今年度は、10 月 17 日㈯・18日㈰に“展示の部”のみを「陶町文化展」と

して、陶公民館にて開催します。 

◆11月 1日㈰ 『ふれあい広場』  

◆11月 8日㈰  『湖周ウォーキング』 

◆11月 12日㈭ 『ひなたぼっこの集い』 

◆12月 6日㈰ 『あ・うん落語会』 

 

～Separate garbage according to type before throwing it away. 

地 区 資源ごみ 不燃ごみ 

猿 爪 14 日㈬ 29 日㈭ 

水上・大川 15 日㈭ 30 日㈮ 

 

 

“新聞紙(チラシ含む) ・ 雑誌 ・ ダンボール” は 

毎月 1回の“資源ごみの日”に 出せます！ 

 

新聞紙・雑誌・ダンボール たまっていませんか？ 

これらは、月一度の「資源ごみの日」に回収しています。 

 

「雨が降ったら、濡れて大変では？」なんて心配があるかもしれませんが大丈夫。 

ルールを守れば回収してもらえます。しかし、回収する方のことを少しでも気遣ってい

ただけるのなら、当日の朝に出す、雨の日を避けて出す、または「まず雨降らないね」

というタイミングを見計らって出してください。 

●出し方ルール● 

①タテ・ヨコ十文字にしっかり縛り、種類ごとに並べて出してください。 

②汚れた紙、においのついた紙、写真、緩衝材などは、可燃ゴミで出してください。 

 

★古紙類のゴミ出し方詳細は、瑞浪市から配布された『2020 年度版 家庭ごみの

分け方・出し方便利帳』(P.9)をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

「おまつりたのしかったね！」 
９月１日（火）陶幼児園の『夏まつり』を開催しま

した。 

例年だと 8月末に社協陶支部、児童館、地域の皆

様、そして園の子どもたちと保護者の皆様に参加し

てもらう盛大な『お年寄りと子どもの夏祭り』がコ

ロナウイルス感染症予防の観点から、今年度は中止

となってしまいました。子どもたちの楽しみが１

つなくなり、笑顔が見られないのはとても悲しい

ことなので、今年は園の子どもたちだけで夏祭り

を行うことにしました。そんな話を社協陶支部の

部長さんたちに伝えると「それなら社協陶支部で

も協力させてもらう」とあたたかいお言葉をいた

だき、幼児園の子どもたちのために夏祭り用の景

品や、子どもたちが少しでも戸外で心地よく過ご

せるようにと、大型テントをプレゼントしてくださいました。 

当日は「おめん屋さん」「ヨーヨー風船屋さん」「景品釣り屋さん」など子ども

たちがワクワク心躍るお店屋さんがたくさん

並びました。また感染症対策をして社協陶支部

から 3 名の方に参加していただきました。子

どもたちとお店を回ったり、お菓子のプレゼン

トを配ってもらったりしてくださいました。 

子どもたちは「楽しかった！」「もっとやり

たかった！」「毎日おまつりでもいいね！」な

ど会話を弾ませていました。 

今年度は陶地区でもお祭りなどが中止となっているの

で、幼児園の子どもたちはとても素敵で貴重な体験を味わ

うことができたと思います。 

 

 

瑞浪市民図書館だより オススメ！陶分室の本 

『東京駅コンシェルジュの 365 日』渡辺雅史 著 

（交通新聞社 刊） 
東京駅にやってくる外国人の案内係による業務日誌。
スマホ時代によく求められるのは「コンセント」の場所
だとか。女性に喜ばれるお土産も案内しています。 
 
[8月の陶分室 ◎貸出人数：16人 ◎貸出冊数：50冊] 

 
～市民図書館 10 月の休館日～ 

5日㈪、12日㈪、19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 ☺ 

 
 
 
 

（9 月 15 日 17 時現在） 

ちなみに岐阜県内では、15 キャラ中 11 位です。 

9 月 15 日 18 時より投票最終日まで、得票数が公表されなくなっています。 

最終結果は来月号にてお知らせします。 

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。 

10 月 すえっこくん おでかけスケジュール 
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 

…予定が決まったら陶町 HPでお知らせします… 
※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。 

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。 

すえっこくんは商標登録を受けています。イラスト、画像などをご利用の際は、
必ず陶公民館担当までご相談ください。 

（9 月） 

ゴミ出しワンポイント 

■9 月 18 日(金) 陶与左衛門窯 火入れ式 
今年も陶与左衛門窯に火が入り、たくさんの作品が出来上がるんだって！ 
久しぶりのおでかけは、地元の陶与左衛門窯の“火入れ式”の見学だよ!! 
どんな作品が出来上がるかワクワクするね。 

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

