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前釜戸町まちづくり推進協議会会長に感謝状

※参加者が５名以上で教室を開催します。申し込みは釜戸公民館へ

【ガーデニングを楽しみましょう（後期）】
＊秋～冬の花の「種まき」から「定植」までを学びます。
お正月用の寄せ植えも予定しています。
【日 時】8/3(月) 9/7(月) 10/30(金) 12/21(月)
全４回 10:00～
【受講料】1,000 円
【材料費】700 円
【講 師】小川正武 さん
【定 員】１０名
【締切り】７月３１日（金）

６月２６日（金）に瑞浪市長から、前釜戸町まちづくり推進協議会
会長 渡辺敏博さんに感謝状が贈られました。
平成２９年度～令和元年度までの３年間、まちづくり推進協議会の
会長として、ご尽力いただきました。

瑞浪恵那道路の進捗状況
瑞浪恵那道路の工事が進んでいます。山が削られて、大きなコンクリートの橋台ができ
ました。この先、どんな風景に変わっていくのでしょうか。（釜戸町上平付近の様子）

＊文化祭中止のお知らせ＊
１０月２４日・２５日に予定しておりました、釜戸町文化祭は新型コ
ロナウィルス感染症予防のため中止とします。
文化祭としては開催しませんが、作品の展示は行う予定です。
作品展示会の詳細は来月号に掲載します。

道の駅プロジェクトチーム会議の様子

☆電動ロクロで作品作り
＊電動ロクロの体験会を開催します。ロクロを使って陶芸作品を
作ってみませんか。
【日 時】８月１日（土）10:00～
【材料費】５００円
【講 師】工藤雅子 さん
【定 員】５名（先着順）
（小学生の参加も可、但し小学１～３年は保護者同伴）
※汚れてもいい服装で参加してください。
【締切り】７月３０日（木）

６月２７日（土）に道の駅プロジェクトチームの準備会が、竜吟の森の中で開催されまし
た。集まったのは釜戸に新しく出来る道の駅について「こんな施設にしたい！」「こんなこ
とがやりたい！」と熱い思いをもった人たちです。この日は２０名ほどの方が集まり、意
見交換をしました。

幼・小・中 連携の窓
「遊びから学ぶ子どもたち」と共に

瑞浪市立竜吟幼児園

５月末に幼児園が再開してからひと月、季節は最早夏となりました。この
時期の遊びは、何と言っても水あそびです。新型コロナウイルス対策のため
プールを中止した今年は、戸外の水あそび環境をあれこれと工夫しました。
園庭には、さまざまな水に触れる遊びのコーナーを設定します。そのひと
つは、仮設のミニプールに向かってすべる滑り台「ウオータースライダー」。
まずは、年長５歳児から挑戦します。台座から溢れ出るシャワーの水と共
に滑る感触に心地よさは満点！滑るごとに子どもたちから「ウオー」「ワオー」
と歓声があがります。
「キャー、気持ちいい！」
「雨だよー雨―！」「ムチャク
チャすごいぞ！」
「雨あめふれふれかあさんがー」歓喜の嵐の中、鼻歌まで飛
び出しました。これに続いたのが３歳児。初めての体験でしたが、前に遊ん
でいた大きい子らの姿から、
「やってみたい」興味
関心と「挑戦する」勇気をもらいました。初めは担
任に手を添えてもらいながら、恐る恐る臨みます。
最初のうちはそろりそろりとゆっくり滑り降りてい
ましたが、そのうち慣れてくると一気に滑って、
「ワ
ーイ！」「気持ちいいー！」
「ワッハッハー！」と、思
わず声が上がるようになりました。
少し間隔をおいた場所では「石けんあわあわあそび」の真最中。こちらも
大きい子から小さい子まで、順番に遊びに訪れます。おろし金で石けんをゴ
シゴシおろし、泡だて器でどんどんかき混ぜたら、生クリームの出来上がり！
かき混ぜてあわあわの感触を楽しむ子、ソフトクリームをつくる子、生クリ
ームやさんになって友だちに声をかける子
と、楽しみ方はさまざまです。他にも金魚
すくい・水鉄砲・砂場で山や川やダムつく
り等々、さまざまなコーナーで好きな遊び
を堪能しています。
子どもたちは遊びの中であらゆる感覚を
働かせ、水や泡・砂・どろんこ等、この時
期ならではの素材の感触を全身で味わい、

心地よさを感じます。さまざまな道具を使って見立て、生活を模倣し、年長
者の姿から見習って、遊びを獲得していきます。体験を繰り返し、人と関わ
り、思いを叶える中で、満足感や達成感を味わっていきます。子どもたちは、
その全生活と遊びを通して、生きることの充実と生きる術を学んでいるもの
と感じます。
７月現在、竜吟幼児園には、０歳児から５歳児まで４１名の園児が在籍し
ています。昨年度から、全園児数が１０名以上減少して、ますます少子化と
なりました。少人数ではありますが、その分、全園児と全職員が家族のよう
に和気あいあいと暮らしています。年齢毎の垣根が低いこと、より身近に感
じられることの利点を生かし、異年齢お互いの育ち合いをめざしています。
今年はさらに、新型コロナウイルスの猛威が拍車をかけて、例年通りの幼
児園生活が困難な毎日となりました。この中でできることは何なのか、子ど
もたちをどのように守り、育ちを保障していくのか、模索する日々です。こ
れまでにない生活様式が求められる中で、手洗い・うがい・消毒等「コロナ
禍での基本的生活習慣の強化」をはじめとして、出来る限りの感染症防止対
策に取り組んでいます。
一方で、
「子どもの心と身体の成長にとって、身近な人と触れ合う遊びやス
キンシップは欠かせない」ことがあります。感染予防をしながらも、安心と
信頼を育む触れ合いをどこまで保障することができるのか、手探りの日々で
す。さらに、望ましい行事活動ができない中で、今年は子どもたちの日常の
遊びをじっくり見つめ、一人ひとりの育ちを見届けたいものと考えます。
竜吟幼児園では、例年地域の皆さまとの交流が多くありました。釜戸町大
湫町の公民館活動や、地域のお年寄りの方々との交流等々、折々の地域の皆
さまとの関わりの中で、園児たちは多くの皆さまに見守られ、大切にされて
いることを実感してきました。お陰さまで、竜吟の子らは素直で愛情豊かに
育っています。とても有難く、感謝しております。残念ながら、今年度はコ
ロナ禍で交流ができませんが、一日も早くこの状況が収まることを望みつつ、
地域の皆さま方の変わらぬご支援・ご協力をよろしくお願い申し上げます。
竜吟幼児園園長
伊藤聡美

第４１回瑞浪市主張大会

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

瑞浪市主張大会が６月２７日（土）に開催されました。本年度はコロナ対策の
ため中学生の部に限定され、審査員のみの立会のもと、事前に撮影した映像を
用いた審査となりました。
審査の結果、麗澤瑞浪中学校３年 河合小百合さん(釜戸町中切在住)が
「家族のかたち」という題目で優秀賞を受賞されました。

☆子どもガサガサ探検隊（上流にどんな魚がいるのか）
主催：土岐川観察館 協賛：自然ふれあい館
◆土岐川の上流でガサガサ探検をします。どんな生き物がいるのかな？
【日 時】８月２日（日） 9:30～11:30
【集 合】釜戸公民館 駐車場
【定 員】１０名（子ども） ※但し小学４年生以下は保護者同伴
【持ち物】着替え・濡れてもよい靴・帽子・水筒
【参加費】無料
【締切り】７月３１日（金） ※申し込みはふれあい館へ

ユーチューブの「ふるさと百話」観覧できます
先月のかまど通信に記載しました、ユーチューブ「ふるさと百話」の観覧が
公民館で出来ます。観覧希望の方は、事前に釜戸公民館へ連絡下さい。
釜戸公民館 ☎６３－２００５

☆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。
マイレージ
ポールをお持ちの方は持参して下さい。
ポイント付
【日 時】８月９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。

〈オススメ！釜戸分室の本〉
【帰りたくなる家】 山崎美津江:著
忙しくて家の整理ができず、なかなかくつろげない。そんなときには
「ただいま動線」を考えてみると良いそうです。家族の動線が決まると物の置き場所も決
まります。試してみて下さい。
６月 貸出人数：１２人 貸出冊数：４４冊
※滞在時間は１時間以内でお願いします。体調の良くない方は来館を控えて下さい。

【お知らせ】

みなくる野菜市やってまーす💛

＊９月１３日（日）に予定されていました「かまどフォークジャンボリー」は中止になりました。
＊みなくるかふぇ・ウォーキングは当面の間、中止とします。
＊図書ロビーは、本を借りる方以外は当面の間、使用できません。

毎週木曜日、午前９時から「みなくる朝市」を開催
しています。旬の新鮮な野菜や花を販売してい
ます。皆さん、来てくださいねー。

☆つれづれ
令和２年度の釜戸小学校学校運営協議会が６月２３日に開催されました。めざす子ども像として「ふるさとを愛し、ふるさとのために仲間とかかわって考
え、行動したりできる子」の育成を目指し、活動を進めたいと学校長から提案がありました。そして、関係委員の話し合いにより共通理解のもと活動を展開
することが承認されました。
いよいよ、コミュニティスクールが始まります。「学習・地域部会」と「安全・環境部会」が活動推進の中心になります。
釜戸町の皆さんのご協力をお願いします。 （Ａ）
＊ご家族の予定欄を活用ください。
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午 前
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レイコアリ

区長会

釜戸楽園（千曲）
千曲楓楽会
資源回収
資源ごみ（１・２分団）
乳がん検診
資源ごみ（３・４分団） kamayoga

講座（３Ｂ体操）
まち協三役会

22 水
23 木

夜 間

みなくる野菜市

18 土

20 月

午 後

家族の予定

東濃厚生巡回診療

17 金

19 日

８月

地域整備委員会

岐泉会（華道）
みなくる野菜市
開催します

24 金

休 館 日
休 館 日
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土
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公民館利用（講座・自主サークル 等）
午 前

午 後

電動ロクロで作品作り

資源回収予備日
介護予防教室
講座（３Ｂ体操）
不燃ごみ（１・２分団）

岐泉会（華道）

東濃厚生巡回診療
不燃ごみ（３・４分団）
みなくる野菜市
幼・小・中学校一学期終業式

レイコアリ

休 館 日

12 水

27 月

30 木

1

行事・催し 等

11 火

26 日

29 水

日 曜

10 月

千曲楓楽会

25 土

公民館予定表

みなくる野菜市

元気サークル

14 金
東濃厚生巡回診療
みなくる野菜市

青色回転灯パトロール当番
財産区協議会
釜戸楽園（千曲）
レイコアリ

7月30日

8月6日

8月13日

渡辺 敏博
有我 千鶴
木村 一郎
市川・田村（交 安） 湯原 定雄（区長会） 小川 佳織（民 生）

夜 間

