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陶町の人口動態(9/１現在）

1,639人
1,880人

1,447世帯

3,519人

陶ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ  ℡65-2111  
陶公民館 ℡65-2112 FAX62-0004 suechou.com 

すえっこくん、今月は、こんなイベントに参加するよ。 

 10月16日(日)サニーヒルズ祭 

 10月30日(日)大正村かえで祭り 
※日程等、変更となる場合がありますので、ご了承ください。 

「ゆるキャラ®グランプリ2016」 

今年もすえっこくんエントリーしました。 

 皆さんの一票が必要です！ 

10月24日(月)18時投票締め切り☺ 

  ↓詳しくはホームページで↓ 

 

 

 

またはこちら↓ 

ゆるキャラグランプリ2016 

問合せ先 サニーヒルズみずなみ 
℡65-3322 FAX65-3600 

と き  平成28年10月1６日（日） 

ところ  サニーヒルズみずなみ 

  

             問合せ先 陶公民館 
             ℡65-2112 FAX62-0004 
 
日程、演目等多少変更になる場合がありますので、ご了承ください。 

★フェスティバル 

 午前９時45分～午後３時 

すえっこダンス・フラダンス・ 

コーラス・歌とリズム 舞踊など 

    ★バザー 

   午前10時～午後２時 

  ・焼き鳥・パン 

 ・クッキー・山菜おこわ 

・野点・鴨串・手作り品 など 

と き  平成28年10月15日（土） 

     平成28年10月16日（日） 

ところ  陶公民館 

・展示コーナー 

  10月15日（土）午前９時～午後８時 

       16日（日）午前９時～午後４時 

幼児・小学生・中学生作品・公民館登録 

クラブ・一般の作品・絵画・書・絵手紙・ 

押し花・編物・陶芸・写真・木彫・生花など 

の展示 

・シャトルバス 

 10月16日（日）午前９時～午後４時30分 

 町内から陶公民館及びサニーヒルズを結ぶ 

  バスが走ります 

 瑞浪南中学３年の羽柴龍二さん(大川) 
が、９月３日(土)に、関市中池公園陸上 
競技場で開催された第20回岐阜県ジュニ 
ア陸上競技大会に出場。 
 男子共通円盤投げ(1.500㎏)で31ｍ76を 
投げ、見事１位に輝き、10月28日(金)～ 
30日(日)に横浜日産スタジアムで開催さ 
れる第47回ジュニアオリンピック陸上競 
技大会に出場を決めました。 

 龍二さんは、「僕は今まで砲丸投げをがん 

ばってきたけど、円盤投げという新しい種目 

で、全国大会に出場できるので、支えてくれ 

た人たちの応援に応えられるようにがんばります」と意気込みを語ってく 
れました。 
 龍二さんは、中学生から陸上を始め、砲丸一筋で今までがんばっ 
てきました。今年、最後の中体連で東海大会出場を決めました。そ 
して、次の目標として、ジュニアオリンピック出場のために、円盤 
に変更し、７月末から練習を積み重ねてきました。 
 母の由佳さんは、「全国大会という大きな舞台に立てる事に感謝 
し気負う事なく楽しんで欲しいです」とエールを送りました。 

 中津川商業高校３年の土本剣汰郎さん(水上) 
が、10月１日(土)～11日(火)まで行われる、第 
71回国民体育大会に出場することが決まりまし 
た。 
 剣汰郎さんは、「今回、岩手国体の800ｍ岐阜 
県代表に選ばれ、2012年に岐阜清流国体を見に 
行ったことを思い出しました。国体に出れる喜 
び、プレッシャーを感じていますが、ベストを 
尽くして頑張ってきたいと思います」と国体に 
向け熱く語ってくれました。 
 剣汰郎さんは、小学生のころは、野球少年で 
したが、練習のない時には、陸上の大会に参加 
していました。中学生から本格的に陸上を始 
め、1500ｍ、800ｍに取り組んできました。 
  中学３年生の時に、県７位で東海大会出場を逃しとても悔しい思いをしたそ 

うです。「高校へ行ったら、もう陸上はやらないと思ってたけれど、亡き恩師 

に背中を押され、高校でも陸上をがんばると決心しました。今があるのは、 

恩師のおかげだ」と話してくれました。 

 母の美香さんは、「高校生活最後のフィールドでの走りを精一杯楽しんで 

欲しいです」とエールを送りました。 
 

３日(土)中仙道ﾁｬﾘﾃｨｰ夏祭りに 
行って来たよ。また、会えたね❤ 
ってぼくのことを覚えててくれて 
ありがとね★ 

17(土)陶小学校の運動会に 
行って来たよ!赤がんばれ！ 
白がんばれ！みんな、とっ 
ても一生懸命で、かっこよ 
かったよ☆彡 

18日(日)陶与左衛門窯まつり 
に行ってきたよ。どえらい雨 
だったけど…みんな来てくれ 
て、ありがとね♪ 

25日(日)みずなみ陶器まつりに行って 
きたよ。秋晴れの中、たくさんのお友 
達にほっぺクルクルして 
もらっちゃった❤ 



地区 資源ごみ 不燃ごみ

猿爪 17日(月) 25日(火) ※紙類は資源ごみ

水上・大川 18日(火) 26日(水) の日に回収します

 

 

　

１５、学校教育 

(１)学制発布 

 明治５年に新しい学 

制が発布され、各地に 

新しい学校が設置され 

ました。 

 学校は、お寺を使っ 

ての開校が一般的で 

ありました。 

 義校とは民間の寄付 

金により設立された初 

等学校のことです。 

 しかし、江戸期の「百姓の子供に教育なんかいらん」との風潮は根強く残っ 

ており、実際に就学する児童は少なく、また、就学しても隠れ休み、ずる休み 

が多々あるのが現状であったようで、明治15年 水川尋常小学校あてに県 

知事から「…神社祭典のおりには、技芸練習の為と数十日を徒費させるのは 

教育上も風儀上もよろしくない」との通達 

がきています。 

 これは、祭りのための技芸練習は大義 

名分で、実際には農作業などを手伝わせ 

るために学校を休ませていたのであろう。 

(２)猿爪小学校 

 猿爪小学校は、猿爪尋常小学校、猿爪 

尋常高等小学校と改称され、明治33年  

現在の消防コミ辺りに校舎が建てられたそうです。 

 大正８年には新校舎を建て、更に11年にもう１棟増築されました。当時とし 

て相当上等な施設で、高等科には水上・ 

大川はもちろん、吉良見や鶴岡からも通っ 

ていたといいます。 

(３)水川学校 

 水川学校は、水川小学校、水川尋常小 

学校と改称され、明治37年 私たちが知る 

水川保育園の場所に校舎が新築されまし 

た。その新校舎の屋根には、現在は陶小学校の正面玄関にある鯱と鬼瓦が 

設置されました。当時としては大変めずらしく地域の方々の自慢であったそう 

です。 

 詳しくはすえっこポッケのホームページをご覧ください。 
 

すえっこニュース 陶幼児園より 

 

 

 「殊能将之未発表短篇集」殊能将之：著 

映画化もされた「ハサミ男」などのミステリー小説を書いた殊能将之。2013年 

に急逝した彼が残した未発表の作品をまとめた1冊です。独特のセンスが詰 

め込まれた短篇集です。    

８月の陶分室  貸し出し人数：40人 貸し出し冊数：77冊 

 

１日(土)運動会(幼) 
２日(日)水上神社秋季例大祭 
４日(火)ドライハーブでアロマワックスバーを作ろう!19～ 
５日(水)だし活 基本のだしと料理教室10～ 
７日(金)寿役員会９～ 
８日(土)いもほり大会10～ 
９日(日)八王子神社秋季例大祭 
10日(月)瑞浪市福祉まつり 
15.16  陶町文化祭 
16日(日)サニーヒルズ祭 
17日(月)寿大学大運動会 
    リズム体操＆リンパマッサージ19：15～ 
23日(日)猿爪神社秋季例大祭 
25日(火)手作りパンでカフェメニュー９：30～ 

★材料★ 
かぼちゃ  70ｇ 
砂糖    大1 
ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ 100ｇ 
サラダ油  50ｇ 

 かぼちゃクッキー❤ 
 
1.かぼちゃをレンジでチン。皮を取る 
2.ポリ袋に入れて、サラダ油以外を入れもみもみ 
3.ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽを入れ、もみもみ 
5.丸めて、平たくして形を整える 
 (型抜きの場合は、打ち粉をしてね) 
6.170℃に予熱したオーブンで15～20分焼く 

たのしかったね！ 夏まつり                          

 ８月26日(金) 毎年恒例になりました『お年寄りとこどもの 

つどい』夏まつりが幼児園にて地域の皆様のご協力のもと盛大に開催さ 

れました。 

 前日から地域の方が来てくださり、テントをたてたり、たくさんの風船の手 

紙をひもにつけるなど、暑い中準備をしていただきました。 

 当日は、小学生や幼児園の親子で賑わいました。各コーナーでは担当し 

            てくださるお年寄りの方々が、子ども達に優しい言葉を 

            かけてくださり、素敵なふれあいが所々で見られ心がほ 

            んわかあったかくなりました。 

             毎日頑張って練習したすえっこ音頭もこの日はすえっ 

            こと一緒に踊ることができていつも以上に楽しそうに 

            踊っていました。 

 祭りの終わりには恒例の風船飛ばしを行いました。「🎶優しさにつつまれ 

て」をBGMに、子どもたちの思いを乗せて飛んで行った風船たち・・・、その 

数日後、園には陶から２通、長野、東京、山梨、恵那 

から１通ずつの計６通の手紙が届きました。 

 どの手紙にも子どもたちへの温かい言葉が記されて 

おり、またまた心がほっこり～。みんなでまたお礼のお 

手紙を書きましたよ。 

             風船を通して、今年も温かい交 

             流ができました。 

             地域の皆さんの温かい支えを頂き、子どもたちの心を 

             豊かに育むことができています。 

             本当にありがとうございます。 
 

 お天気にも恵まれた９月２日(金) 
学生ら18名と、長野県伊那市のみ 
はらしファームに農場体験研修に 
行ってきました。 
 予定通り、みはらしﾌｧｰﾑに到着 
し、温泉や、散策を楽しみ、お昼 
は、お待ちかねのバイキング!! 
 今年も、大きなソフトクリーム 
みんなで、わけっこして食べまし 
           た。 

 午後からは、りんごパイ作りを体験しました。 
上手にできるかな？と、みんなで、仲良く楽し 
く、りんごパイ作りを体験しました。 
 おいしく焼きあがったりんごパイは、お持ち帰 
りです。家族のみんなと、お土産話と一緒におい 
しく食べられましたか。 
 たくさん笑い、たくさん食べ、たくさんおしゃ 
べりをして、実りある一日を過ごせました。 
 みなさん、おつかれさまでした。 
  

 ９月９日(金)今年も、長寿会の方のご協力を 
いただき、学生ら27名と、稲津の寿楽荘で、ミ 
ニゴルフ大会を開催しました。 
 天候にも恵まれ、４ゲームをし、汗を流しま 
した。 
結果は、次のとおりです。(敬称略) 
男性 優勝 伊藤 隆  女性 優勝 西戸紀子 
   ２位 景山英夫     ２位 小木曽恭子 
   ３位 伊藤昭治     ３位 鈴木敏子 
               ４位 田中トキ子 
               ５位 山野井尚子 
  ﾌﾞｰﾋﾞｰ 加藤道夫    ﾌﾞｰﾋﾞｰ 西尾富子・小木曽久美子 


