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すえっこくん、今月は、こんなイベントに参加するよ。 

 12月 18日(日)バサラカーニバル 
※日程等、変更となる場合がありますので、ご了承ください。 

本当に、多くの方にご協力をいた
だき、天候にも恵まれ、盛大に開
催することができました。おいし
いおにぎりを作ってくれたニコニ
コ会の皆さん、温かいとん汁を
作ってくれた街づくりの皆さん、
風船の用意をしてくれた社協の皆
さん、瑞浪南中のボランティアの
皆さん、グランドゴルフの準備を
してくださった長寿会の皆さん、 
陶子連の皆さん、体協・体育委員
の皆さん、学校関係者の方など、
本当に多くの皆さんのおかげです。
どうもありがとうございました。       

 第63回中山道東濃駅伝競走大会が、11月
20日(日)に開催されました。土岐小学校－
多治見市役所までの、18.7㎞の５区間を襷
で繋ぎ、中学男子の部で見事優勝しました。 
 瑞浪南中陸上クラブＳは、２年生２名、
この駅伝で引退となる３年生３名のチーム。
３区東川礼憧さん、４区木戸脇琉太郎さん、
５区福岡鉄太さんが区間賞を取る活躍を見
せ、２位を大きく引き離し優勝を勝ち取り
ました。 
 主将の福岡鉄太さんは、‟瑞浪南中、初
陣！昨年、陶中で果たせなかった優勝に
向ってチーム全員で襷を繋ぎます！”が、
僕たちが今年掲げた抱負です。 

 秋晴れの11月16日(水)、市内寿大学生39名と、長野県 
の上田城に研修会に行ってきました。 
 上田城は天正11年、真 
田昌幸によって築かれた 
平城で、第１次、第２次 
上田合戦で徳川の大軍を 
撃退し、天下にその名を 
広く知らしめました。 
 現在は信州上田真田丸 
大河ドラマ館が併設しており 
多くの方で賑わってました。 
 歴史に触れ、紅葉を楽し 
み、おいしいランチを食べ、 
たくさん笑い、学び…とて 
も充実した一日となりまし 
た。 

６日(日)尾根から陶を見てみよ

う！の出発地点へ、見送りに行っ

てきたよ。 

20日(日)大やきいも大会に行っ

てきたよ。トン汁や、ほかほかの

焼いも、おいしかったぁ～♪ 

13日(日)ふれあ

い広場で、ぼく

の大好きな

シュークリーム

でお誕生会をし

てもらったよ!み

んな、お祝いし

てくれて、ありが

とね❤ 
 

新田醸造でおいしいランチ♪ 

信州上田真田丸 
大河ドラマ館にて 

 この駅伝を最後に引退する先輩たち
と、昨年と同じ区間、同じメンバーで走
り、自分の精一杯の力で襷を繋ぎ勝ち
取った優勝旗は、とても重く感じました。
これまで指導してくださったコーチや監
督、支えて下さった保護者の方々に感
謝するとともに、今まで一緒に練習して
きた３年生の先輩方を思いだし、これ
からも練習に励んでいきたいです」と満
面の笑みで語ってくれました。 
 

郷原 木戸脇 東川 澤田コーチ 
 福岡   小木曽  安藤 
       【敬称略】 

地区総合優勝 水上!! 

 豆つかみ  

幼児： つきやまみお 

小３まで：くまざわりん 

小６まで：わたなべひな 

中学生：川尻翔斗 

65歳未満：並木昭人 

65歳以上：小木曽恭子 

 長靴投げ  

中学男子：川尻翔斗  18m18 

中学女子：水野萌々香 12m73 

65歳未満男子：曽川裕生 24m45 

65歳未満女子：小木曽早紀 18m15 

65歳以上男子：伊藤照雄 16m59 

65歳以上女子：宮嶋ひろ子 12m67 

 グランドゴルフ 

小学生：こぎそかんな 

中学生：寺嶋蓮 

65歳未満：東川猛 

65歳以上：伊藤隆 

綱引き 優勝 水上地区!! 

絆マラソン…175名参加 

 ２時間18分47秒 

みんなで飛ばした300個の風船は、神

奈川県に２つ届いたよと連絡を頂きま

した。 

地区対抗！みんなで力

を合わせて頑張るぞっ!! 

ここでは、紹介できませんでしたが、１位以下の方は、陶町
HPに掲載させて頂きます。 

選手宣誓!町民代表、高橋さ

ん、加藤さん、すえっこくん 

☆選手紹介 

 １区郷原 隆之介(陶)…4 

 ２区小木曽 昂矢(陶)…5 

 ３区東川 礼憧(陶)…1  

 ４区木戸脇琉太郎(陶)…1  

 ５区福岡 鉄太(陶)…1  

 ※数字は、区間順位  



地区 資源ごみ 不燃ごみ

猿爪 13日(火) 21日(水) ※紙類は資源ごみ

水上・大川 14日(水) 22日(木) の日に回収します

 

 

　

すえっこニュース 陶幼児園より 

 

 

 「経済と世界の動きが見えてくる東大のクールな地理」      藤由達藏：著 

スペインには世界的な自動車メーカーないが、なぜ輸出品のトップが自動車 

なのか！経済や今の世界情勢が見える地理の本です。 

10月の陶分室  貸し出し人数：36人 貸し出し冊数：97冊 

 

２日(金) P.C講座13：30～ 
４日(日) 清掃奉仕作業８～ 
      あ・うん落語会14～ 
５日(月) 町民スキー実行委員会19～ 
６日(火) ハーブソムリエが教える簡単クリスマス料理10～ 
７日(水) ころんとかわいいクリスマスツリー19～ 
８日(木) クリスマスアロマワックスバー13～ 
10日(土) 男の料理教室17～ 
16日(金) 寿大学クリスマス会10～ 
20日(火) だし活！おせちｄｅランチ10～ 
23日(金) ブッシュドノエルのケーキデコ13～ 
26日(月) ２学期終業式(幼・小・中) 
27日(火) 迎春アレンジ19～ 
 

１６、窯業の発展 

(1)起業～明治期 

文久元年（1861年）曽根庄兵衛が起業した陶の窯業は、 

その後、庄兵衛の誘いもあって水上村や猿爪村でも開 

業者が出て、ある程度さまになってきました。 

 明治７年 中村弥九郎が遠州三ヶ日村から猿 

爪村に来て陶工となり、展覧会で見たフランス焼 

きの純白さに感動した弥九郎は、研究を重ね同 

17年に白磁の製造に成功した。これに自信を得 

た弥九郎は太白素地による輸出磁器の製造を 

始め、以後陶地区の窯業発展に多大な貢献を 

しました。 

 太白（たいはく）とは太白星（金星…宵の明星・ 

明けの明星）のことで、即ち太白素地とは白さを 

追求した素地のことである。昭和40年頃まで唄 

われた陶中応援歌のＮＯ．１は「白磁の陶の名 

をもちて～」で始まります。「白磁」は、陶の代名 

詞なのです。 

 中村弥九郎の多大な貢献を讃えて、桜ヶ丘公園に「中村弥九郎寿碑」と刻

まれた板碑があります。 

 桜ヶ丘公園には陶祖碑（大川窯、水上向窯、猿爪窯、水上田尻窯の4人の

陶祖を刻銘）の右に中村弥九郎寿碑、陶祖碑の左に曽根庄兵衛の紀功碑

が建立されていて、毎年８月13日の陶町陶祖祭では、その前で祭りの神事

が執り行われています。 

  (2)陶祖 曽根庄兵衛 

 庄兵衛は、「この地区の発展には窯業の発展が不可欠であり、そのために

は自分さえ良ければ…の考えを捨て、情報を公開し合い、地区全体が等しく

発展していかなければならない。」という信念で、この地区の窯業の発展に

努めました。 

庄兵衛の功績を讃え、紀功碑建設を小崎岐阜県知事に申請すると、知事は

許可と同時に庄兵衛に『磁叟』の号を贈り永年の辛苦をねぎらいました。磁

叟とは、陶磁器業界に偉大なる貢献のあった大人物を意味する称号です。

また、明治34年には産業人にとって最高の栄誉である緑綬褒章を頂いてい

る。 

 詳しくは「すえっこぽっけ」のホームページをご覧ください。 
 

ひなたぼっこの集いに参加しました！                                                           

  11月10日（木）、社協主催で開催された“ひ 

なたぼっこの集い”に４歳児すみれ組が参加 

しました。４歳児だけで地域の会に参加する 

のは初めてなので、ちょっとドキドキの子ども 

たち、ステージに上がりいざ幕が開くと大勢の 

方がみえて、ビックリ‼いつもの元気いっぱい 

の歌声はどこへ・・・？ 

                    それでも、運動会で頑張ったリズム♪ムシ 

                   キングサンバでは「う～、サンバッ！」と元気 

                   な掛け声と元気な動きで踊ることができ、大 

                   きな拍手をいただきました。 肩たたきでは、 

                   肩をたたく力の加減も弱かったと思うのです 

                   が、「気持ちよかった、ありがとね」とにっこり 

                   言っていただき、子どもたちはとっても嬉 

                   しかったようです。 

 おじいさん、おばあさんから温かい気持ちをいただいて帰ってきました。 

 陶の子どもたちは、地域の方に見守られて素直に育っています。これ 

からも、いろいろな活動で地域の方たちとたくさんふれあっていけたらと 

思っています。 
 

  

  

清掃奉仕作業にご協力おねがいします 

日時 １月５日(木)  受付午前８時10分～８時50分まで  

    開会式 午前９時 スタート 午前９時10分 

場所 猿爪天神社 集合・出発 

部門 マラソンの部・ウォーキングの部 

受付 当日猿爪天神社境内にて 

     ★中学生以下の参加者は、保護者の同意書が必要となります。 

問い合わせ 体育協会陶支部(陶公民館内)65-2112 
 

 
笑おう! 楽しもう! 本格落語と手品と神楽曲芸と盛りだくさん。 

今年の笑いおさめはこれで決まり! 

 ◆開催日 12月4日(日) 

 ◆場 所 陶公民館 多目的ﾎｰﾙ  

 ◆開場13：30 ◆開演14：00 

 ◆木戸銭（入場券） ※事前の購入をオススメします。 

 高校生以上1,500円／小中学生500円／未就学児 無料 

 ◆出演者 桂 伸治／桂 鷹治／ﾏｼﾞｯｸｼﾞｪﾐｰ／鏡味 初音 

問合せ先）陶公民館〔☎65-2112〕 

 

今年も、駒ヶ根高原スキー場に行きます。スキーや、ボード 
なんてやったことない！って方も、素敵なオジサマたちが丁寧 
に教えてくれますよ❤ 
 
☆日にち 平成29年２月５日(日) 
☆場 所 駒ヶ根高原スキー場 ☎0265-83-4000 
☆参加費 中学生以上3,000円 小学生以下2,000円 
 
☆申込み 平成29年１月５日(木)までに 
     陶公民館まで ☎65-2112 
 
※詳細は、12月15日号のチラシをご覧ください 

日にち 12月４日(日) ※小雨決行 
時 間 午前８時～(約１時間) 
集 合 喫茶「カトレア」前県道の広場 
持ち物 軍手・火ばさみ 
※中止の場合は、７時に決定し、防災無線でお知らせします 
詳細は、別紙チラシをご覧ください 


