
 この４月より、まちづくり推進協議会会長を拝命しま 

した平尾です。 

 昨年、副会長を務めておりましたので、仕事の内容は 

概ね理解はしておりますが、今年は新型コロナの蔓延に 

より、４月以降の集まる会議等は中止となっています。 

５月の滝開きは、例年盛大なものでしたが、今年は神 

事のみにて執り行い、それ以降の各行事予定も予断を許さない状況です。 

 この先、いつ新型コロナが収束するかイライラする毎日です。一刻も早く正 

常に戻り「まちづくり」としての目標である「健やかな」「魅力のある」「釜戸 

の自然や歴史」を町民をはじめ多くの人々に発信していければと願っておりま 

す。どうか、皆様方の経験・お知恵・お力をお貸しいただきまして、より良い 

町づくりに参加していただきたいと考えています。 

 新型コロナの早期の収束と皆様方のご健康を切にお祈りいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

かまど通信 
令和２年５月号 ５月（皐月）旬の食べ物 

ぜんまい そら豆 ウニ サワラ 

☆まちづくり推進協議会新会長ご挨拶 

 釜戸町夏まつり中止のお知らせ 

☆令和２年度 まちづくり推進協議会役員 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、８月１日に予定していました

「釜戸町夏まつり」及び「打ち上げ花火」を中止することとなりました。 

 一刻も早く新型コロナウイルス感染が終息することを願いながら、今後も

釜戸町のまちづくり活動に対しまして皆様の 

ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

☆釜戸小学校☆ 

 地域とともにある学校 ～コミュニティ・スクール発足へ～ 

昨年、釜戸中学校が瑞浪北中学校として統合され、釜戸・大湫地区にある学校

は釜戸小学校だけとなりました。そのことを踏まえ、昨年度は地域との連携をさ

らに深め、地域の期待に応える学校となるよう努力して参りました。今年度も、

地域とともにある学校として、地域とともにすすめる教育を推進していきます。 

瑞浪市教育委員会は、令和３年度から「コミュニティ・スクール」の実践をスタート

させます。今年度は本校が先進校として、積極的に地域と連携した教育活動の実

践を積み上げていきたいと考えています。 

コミュニティ・スクールとは、学校運営協議会を設置した学校のことを言いま

す。学校運営協議会には、地域の様々な代表の方に参加していただき、まず、地

域と学校でどのような子供を育てていくのか、どのような組織で活動していくの

か、どんな活動ができそうかなどを熟議していただきます。そして、地域の願い

を踏まえ、学校と連携した教育活動を計画したり、コーディネートしたりしてい

ただきます。 

新たな活動を生み出すのは大変ですが、釜戸小学校は今まで釜戸・大湫両町の

様々な方のご協力を得て、地域と連携した教育活動を実践してきました。地域の

方を招いての授業、地域に出かけての体験的な活動、地域行事への子供たちの参

加などです。その授業や活動を大事にし、今年度も継続していきます。そして、

願う子供像の視点から授業や活動のあり方を整理し、より目的が明確な活動にし

ていきます。そのことが、コミュニティ・スクールと 

しての実践そのものになると考えています。 

地域の皆様には、これからも学校の教育活動にご 

理解・ご支援をお願いします。そして、地域に住む 

当事者として、健全な子供たちの育成に積極的に携 

わっていただきますよう、よろしくお願い申し上げ 

ます。 

３つの価値ある賞を受賞しました！ 

昨年度、釜戸小学校は３つの賞を受賞しました。いずれ

も学校の教育活動が評価されたものですが、地域や保護者

の方々のご協力があったからこそ受賞できたと思ってい

ます。改めて皆様に感謝し、紹介させていただきます。 

ふるさと教育表彰 優秀賞 

ふるさとの魅力や課題を知り、ふるさとを愛し誇りに思

える子供を育てる優れた教育を実践した学校に贈られる

賞です。多くの地域の方のご協力を得て行った授業や活動

を通して、充実したふるさと学習を実践できたことで受賞

することができました。 

「ひびきあい活動」特別表彰 人権文化あふれる学校賞 

一人一人の人権を大切にし、いじめや差別がなく、思い

やりあふれるように活動した学校に「ひびきあい賞」が贈

られます。それを継続して受賞している学校に贈られる賞

が「人権文化あふれる学校賞」です。保護者や地域の方に

ハッピーメッセージを書いていただき、子供たちを認め価

値づけている実践も、高く評価されていると考えていま

す。 

東濃地区学校図書館教育賞 総合優秀賞 

東濃地区の小中学校で、心を豊かにする読書や図書を活

用した学習、図書館の環境や資料の整備など、いくつかの

観点で優れた学校に贈られる最高の賞です。家族読書の取

組やおすすめの本の紹介、読み聞かせなど、家庭のご協力

や PTA母親委員会の活動も評価されています。図書館教育

を大事に考え協力していただいたことで受賞できたと思

っています。 

 

幼・小・中 連携の窓 

平 尾  巌 

釜戸町内に咲く「ニリンソウ」が 

見ごろを迎えています。 

   花言葉：友情・協力 

前月比

男 1,280 -6

女 1,402 -7

計 2,682 -13

世帯 1,088 -1

人

口

(

人

)

釜戸町5月1日現在

６月７日(日)に予定されておりました「土岐川清掃」は 

新型コロナウイルスの影響により「中止」になりました。 

〈釜戸町文化祭での３年の太鼓演奏〉 

会　長 平 尾 　巌(西大島) 釜戸公民館長 足立　弘文(神  徳)

副会長 太田　鎮一(中大島) ふれあい館長 水野　利之(中大島)

〃 牧野ゆかり(東大島) 監　事 上田　康弘(西大島)

事務局長 安藤　隆宏(東大島） 〃 溝口　利博(　宿　)



自然ふれあい館からのお知らせ 

＊問合せ・申込み 瑞浪市自然ふれあい館 ☎63-0015 

『ノルディックウォーキングで竜吟湖周辺を歩いてみよう』 

◆竜吟湖周回コース（約 2.3 ㎞）をノルディックウォーキングしてみませんか。 

【内 容】ポールの持ち方、歩き方等の基本動作からお教え致します。 

※貸し出し用のポールは 20 組用意します。 

      ポールをお持ちの方は持参して下さい。 

【日 時】６月１４日（日） 9:30～11:30 

【場 所】竜吟湖駐車場    

【参加費】無料 

【対 象】一般 

＊申し込みの必要はありません。 

 当日気軽に参加してください。 

 

※諸事情により、変更又は中止に 

なる場合があります。 

【内 容】スコップ等で穴を掘ったり、両刃鎌等で土を削ったり 

する作業です。 

【場 所】瑞浪市釜戸町地内 

【期 間】５月末～１０月下旬 

【時 間】8:30～16:30  

【対 象】75 歳くらいまで（５人程度） 

【申込み・問合せ】株式会社イビソク ☎080-2673-1611（生駒） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 
 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                        

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆編集後記 

  例年の行事である竜吟の滝「滝開き」が５月３日に実施されました。新型コロナの流行により神事のみの実施でいささか淋しい行事となりました。 

また、県内の小・中学校は、５月末までの休校となり、瑞浪市も同様の動きとなりました。学校が始まることを楽しみにしていた子どもたちには、

残念な状況が続いています。早く再開されることを願っています。 

さて、今月号から「竜吟幼児園・釜戸小・瑞浪北中」のコーナーを新設しました。釜戸町民の皆さんに、学校・園の様子を広く知ってもらうこ 

とを目的にしています。楽しみにしてください。（Ａ） 

 

 

道路工事のため、 

ふれあい館までの道が 

通行止めとなります 

（歩行者も通れません） 

迂回路をご利用ください。 

マイレージ 

 ポイント付 

※新型コロナウイルス感染症に伴い、図書館

（釜戸分室含む）は５月３１日(日)まで臨時 

休館が延長されました。 

本の返却と予約はできます。 

５月の資源ごみ：第１・２分団 ５月２１日(木)    

           第３・４分団 ５月２２日(金) 

６月の不燃ごみ：第 1・２分団 ６月 ３日(水) 

              第 3・４分団 ６月 ４日(木) ※青色回転灯パトロールは新型コロナウイルス感染症に伴い、当面中止とします。 

新型コロナウイルス感染症に伴う 

公民館の利用について 

【次亜塩素酸殺菌水 無償提供】 

殺菌効果のある次亜塩素酸水を、宿の「今井屋」さんより提供 

して頂けることになりました。手指消毒などに利用できます。 

 コミュニティーセンター入口に準備してあります。 

ご希望の方は、平日 9:00～17:00 の間に小型容器 

を持参の上、ご自分で移し替えてお持ち帰りください。 

発掘に興味がある方を募集しております！「公文垣内南遺跡発掘調査」 

釜戸公民館からのお知らせ 

 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、貸館・講座等の自主事業 

は中止・延期をしております。公民館講座の有無・スタートの時期・ 

自主グループの活動等については、まちづくりのホームページ・かま 

ど通信等で随時ご案内させて頂きます。既に講座に申し込みを頂いて 

いる方には、再開が決まり次第お知らせします。 

 以下の講座につきましては開催日が決定次第、ご連絡いたします。 

「みんなで楽しく３B 体操」「手作り虫よけスプレー」 

「大人の歴史学習＆ウォーキング 釜戸の橋めぐり」 

「春夏秋冬 季節食」「だし にこだわった だし活クッキング」 

         問い合わせは釜戸公民館まで ☎６３－２００５ 

         

介護予防教室「なみちゃんの元気はつらつ塾」 

＊いつまでも元気な体ではつらつとした毎日を送りたいですね。 

 医学療法士による脳と体を元気にする運動教室に参加しませんか？ 

 月１回８回コースの教室となります。 

【日 時】 ７月６日～令和３年３月１日（全８回毎月第１月曜日） 

      ＊令和３年１月を除く １３：３０～１５：００ 

【場 所】 釜戸公民館 多目的ホール 

【講 師】 藤田奈美 先生（理学療法士） 

【対 象】 釜戸町にお住いの６５歳以上の方 

【定 員】 ２０名（先着順です。お早めに申込みください） 

【申込み・問合せ】 瑞浪北部地域包括支援センター  

                      ☎６３－１０１５（酒井） 

変更又は中止に 

なる場合があります 

＊青葉が美しい季節になってきました。今月号では青葉を使った 

郷土料理を紹介します。 

～葉っぱの緑は活力の源～ 
【がんどち餅】 

 ６月は雨の季節。この頃ちょうど梅の実が

熟すことから「梅雨」と呼ばれるようになり

ました。 

 梅雨の合い間、初夏のまぶしい陽光を受け

て木々の若葉はぐんぐん育ちます。 

 葉っぱの葉緑体は光のエネルギーを吸収し

て有機物を生産します。出芽の頃、葉っぱは

黄色っぽい色をしていましたが、成長と共に

その緑を濃くし、ますます活発に光合成を行

うのです。 

 その葉っぱの若々しい活動力と香りを頂い

て、季節の料理がつくられてきました。 

 朴の葉・がんどち(サルトリイバラ)の葉、

みょうがの葉など、程よい大きさに育った若

葉を使って、朴葉寿司・朴葉餅・がんどち

餅・みょうがぼちなど、ふるさとに伝わる料

理を作ってみませんか。 

☆材 料 

 ・米の粉（又は小麦粉）  カップ５ 

 ・小豆        カップ１と 1/2 

 ・砂糖          ３００ｇ 

 ・がんどちの葉        ２０枚 

 ・塩              適量 

☆作り方 

 ①小豆を煮えあんを作る。 

 ②沸騰した湯で米の粉を耳たぶ位のかた

さに練り、20個に分けて丸めておく。 

 ③②を手の平の上でのばし、あんを真ん

中に入れて丸め、がんどちの葉２枚で

はさむ。 

 ④蒸気の上がった蒸し器に並べ、20分間

ほど蒸す。 

 

「滝開き」神事のみ執り行いました 

 ５月３日(日)、滝開きが行われました。 

例年ならば、太鼓の演奏や演舞等で盛大 

に行われますが、今年度は新型コロナウ 

イルス感染症の影響により、神事のみ執 

り行われました。 

 新型コロナウイルス感染症の終息と、 

観光客の安全を祈願しました。 

＊公民館は、５月３１日まで利用できません。 

＊６月３０日分までの新たな予約は受け付け 

しません。 

新しい情報が入りましたら、 

釜戸町まちづくり推進協議会のホームページ 

(http://kamadoragon.jp/)にて 

お知らせします。 

http://kamadoragon.jp/

