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二十四節気… 11 月 7 日：立冬（暦の上で冬の始まり。木枯らしが吹き、事項のあいさつでは「晩秋」が使われます。） 
 11 月 22 日：小雪（木々の葉が落ち、山には初雪が舞い始める頃。まだ雪はさほど多くない冬の入り口） 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（主催：すえふるさと福祉村） 

 

◆講演テーマ◆『新型コロナウイルス感染症対策』 

新しい生活様式が定着しつつある中で、さらに今後どのような対策が必要なのか、ま

たどのような予防に努めるのか等の内容を予定しています。 

（内容は変更する可能性があります） 

◆講師◆ 東濃厚生病院 副院長 柴田 尚宏 氏 

 東濃厚生病院 看護師 山元 美穂 氏(感染管理認定看護師) 

◆開催日時◆令和 2年 11月 28日(土) 13時 30分～15時 

◆会場◆陶公民館 多目的ホール  ◆定員◆30名（要 事前予約 先着順） 

◆問い合わせ・申込先◆陶コミュニティーセンター （℡．65-2111） 

 

※ご来場の際は、事前の検温・体調管理にご注意いただき、必ずマスクの着用をお

願いいたします。 

 

 

 

 

７月の豪雨で被害を受けた「神明大杉」の

写真展が陶公民館にて開催されます。 

昔懐かしい写真、倒木復興に向けた大湫町

民・ボランティアの様子を数点展示します。 

 

【会場】陶公民館 玄関ロビー 

【期間】11月 11日㈬～16日㈪  

各日 9時～17時 ※土日除く 

 

 

 

 

10 月 3 日関市中池公園陸上競技場にて、第 50 回岐阜県中

学生新人陸上競技大会が開催され、瑞浪南中学の生徒さんが

優秀な成績を収めました。以下、入賞された陶町在住の生徒さ

んを紹介します。 

 

◎中学女子共通 200m 2位 安藤 心菜さん （27秒 38） 

◎中学男子 2 年の部 1500m 3位 小木曽 太一さん （4分 27秒 41） 

 

過去の大会でも実績を残されているお二人。コロナ禍で練習も

制限される中での好成績。今後の活躍も期待しています！ 

 

 

 

 

来年丑年の“年男”・“年女”の皆さん、陶コミュニティー通信・新春

号に出ませんか？「載ってもいいよ!!」「載りたい!!」という方、11 月

末までに陶公民館へお知らせください。掲載内容は顔写真と新年の抱負です。 

[連絡先：電話 65-2112 担当：羽柴] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢運転者による、アクセルとブレーキの踏み間違い

による交通事故が社会問題化しています。 

現在、瑞浪市では自家用車をお持ちの 75 歳以上の

方で、『急発進等抑制装置』（後付け）を取り付ける際

の設置費に対し補助金を交付しています。 

自身と大切な人を守るために、安心して運転するため

にも、ぜひお考えください。 

 

●対象：令和 2 年 7 月 15 日～令和 3 年 3 月 15 日の間に機器を取り付け、

使用上の説明を事業者から受けている方。 

●陶町内での取り扱い店舗：門野モータース、アサヒ自動車 

※その他、市内での取り扱い事業者も多数あります。 

 

**** 申請に関するお問合せ先 **** 

瑞浪市役所 生活安全課 防災安全推進係   電話 0572(68)9895（直通） 

 

 

陶コミュニティーセンター 

       ニューフェイス!! 

 

10月 1日から、新たに陶町の集落支援員として陶コミュニティーセンターで勤務される

方を紹介します。 

 

 

加藤美穂子さん（陶町大川在住） 

《ごあいさつ》 

この度、陶町の集落支援員として働くことになりま

した。早く仕事を覚えて、陶の皆さんのお役に立てる

よう頑張りたいと思いますのでよろしくお願いいた

します。 

 

前任の集落支援員 西尾伸一さんは、9月末日をもって退職されました。 

 

 

 

 

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（10/1現在） 増 減 

世帯数 1,405 -2 

人 

口 

男 1,461 ±0 

女 1,681 -3 

計 3,142 -3 

キラッと輝く陶町民  陸上競技県大会入賞！

陶公民館ギャラリー“大湫町神明大杉写真展開催”

すえふるさと福祉村 講演会開催のおしらせ
大大

75 歳以上のドライバーの皆さまへ

『急発進等抑制装置』取付設置補助金のお知らせ

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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11 日㈬ ・ 25 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 

今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、『陶町文化展』として、陶公民館にて作品展示のみの開催となりました。 

会場内には昨年に勝るほどの力作が 825点ほど並び、二日間でのべ 450名の方が観覧に訪れました。 

文化展開催に向け作品を出展していただいた皆さま、また会場設営作業等にご協力いただきました皆さまには、この場をお借りして改めて御礼申し上げます。 

ボクが描いたよ 



十一月の主な行事予定  ※ 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 

1日㈰  ふれあい広場 ※中止 

3日㈫㈷ 講 セルフリンパマッサージ（19：00～20：30） 

5日㈭ 陶町 区長会（19：00～） 

7日㈯ 
講 玉ねぎの皮で晒し（さらし）を染めよう！ 

●午前の部 10：00～12：30 ●午後の部 13：30～16：00 

8日㈰ 小里川ダム湖周ウォーキング ※中止 

10日㈫ 講 セルフリンパマッサージ（19：00～20：30） 

12日㈭  ひなたぼっこの集い ※中止 

15日㈰ 瑞浪市農業祭 ※中止 

19日㈭ 講 手作り七味（19：00～） 

21日㈯ 陶与左衛門窯 蔵出し市（10：00～15：00） 

22日㈰ 
陶与左衛門窯 蔵出し市（10：00～15：00） 
 瑞浪市健康まつり ※中止 

 

******* 陶町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。 

◆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』 

◆1月 9日㈯ 『陶町新年マラソン大会＆健康ウォーキング』 

  ◆2月 28日㈰ 『第 57回陶一周駅伝競走大会』 

 

十一月ごみの日～Separate garbage according to type before throwing it away. 

地 区 資源ごみ 不燃ごみ 

猿 爪 11 日㈬ 26 日㈭ 

水上・大川 12 日㈭ 27 日㈮ 

 

 

 

 

…ごあいさつ… 

瑞浪市社会福祉協議会陶支部が 9 月末まで

寄贈をお願いしていましたマスクは、布マスク、

手作りマスク併せて 390 枚もの寄贈がありまし

た。中でも、お一人で多くの手作りマスクを寄贈

いただいた方もいらっしゃいましたこと、重ねて

御礼申し上げます。 

 

寄贈いただきましたマスクは町内の福祉施設 5か所にお届けしました。 

今後も、町内の福祉活動にご協力いただきますようお願い申し上げます。 

 

 

新型コロナウイルス感染症の収束が見込まれないことから、以下のスポーツ行事を

中止といたします。 

《中止とするスポーツ行事》 

●令和 3年 1月 9日㈯ 「第 49回陶町新年マラソン大会 兼 健康ウォーキング大会」 

●令和 3年 2月 28日㈰ 「第 57回 陶一周駅伝競走大会」 

 

参加を楽しみにされていた皆さまには大変残念なお知らせとなりますが、何卒事情ご

賢察いただき、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

  

 

「すえっこ！きらきら！うんどうかい！」 

１０月３日（土）に陶幼児園で運動会を開催しました。保護者の皆様にも

ご理解、ご協力をしていただき、密を避け、大きな声援を避けて観覧していた

だきました。今年度「お年寄りと子どもの夏祭り」が中止になり、風船飛ばし

ができなかったので、運動会のオープニングセレモニーで風船飛ばしをしま

した。天候にも恵まれ、空高く舞い上がっていく風船に、なんとなく暗い気持

ちが、スカッと晴れ渡りました。次の日から、風船に付けた手紙の返事が各地

から届きました。埼玉、長野、山梨…から心のあたたまる手紙や電話をいただ

きました。時短の運動会ではありましたが、子どもたちの成長の姿や、友だち

や保育者と楽しそうに踊る姿など、たくさん見ていただくことができました。 

「おおき～い！おいも！」「すご～い！」  
 １０月１４日（水）に社協陶支部と長寿会のみなさんが、

陶幼児園の子どもたちと一緒に、児童館横の畑にてさつま

芋掘りをしてくださいました。 

 今年度、コロナ禍ということで、さつま芋の苗植

えは 5 歳児だけの参加でしたが、密を避け時間差

で、クラスごとで行いました。おじいさんとペアを

組み、ゆったりと芋掘りを満喫しました。「あんま

り今年は出来が良くないで期待しんほうがええか

も…」と社協陶支部の方は言ってみえましたが、い

ざ掘り出すと大きなさつま芋が…子どもたちは大

興奮で「ねえ！見て！でっかい！」「おじさん！手

伝って！一人じゃむり～」と一緒に楽しくさつま

芋を掘ることができました。園に持ち帰る時も、わ

が子のようにさつま芋を大事に抱きかかえる姿

に、心が温かくなりました。 

 お土産として家に一人２本ずつ持ち帰りまし

た。（残りは給食やおやつに…）「今度、焼き芋するんだ！」「味噌汁に入れた

よ！」「大学芋作ってもらった！」と嬉しそうに話してくれる子がいっぱいで

した。子どもたちが貴重な体験ができるのも、陶の地域のみなさんのご協力の

おかげです。ありがとうございます。 

 

 

瑞浪市民図書館だより オススメ！陶分室の本 

『遊歩見聞録』齋藤政喜 著（小学館 刊） 

様々な場所にバックパックを背負っての歩き旅。多くの人
との出会いが人生を豊かにします。犬連れ旅や歩く旅の装
備などの役立つコラムもうれしい。 
 
[9月の陶分室 ◎貸出人数：17人 ◎貸出冊数：50冊] 

※陶公民館 図書コーナーの滞在時間の制限がなくなりました。

但し、長時間の滞在はご遠慮ください。 
 

～市民図書館 11 月の休館日～ 
2日㈪、9日㈪、16日㈪、24日㈫、27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 ☺ 

 
 

みなさん、投票ありがとうございました。

 

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。 

スポーツ行事 中止のお知らせ

マスク寄贈の御礼～社会福祉協議会 陶支部～

11 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。 

■10 月 18 日(日) 
陶町文化展に来たよ！ 

 

今年は文化展が開催。作品をゆっくり鑑賞したよ。 

みんな、上手だねぇ～。 

（10 月） 

 

[陶宅老所いちにのさん にて] 

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

