
5月号   　増減
№459 世帯数 3

平成29年5月１日発行  男 △8
女 △15

　　  合 計 △23

　　
　　　　　　　　　　　　　

≪敬称略≫

連合区会長 加藤　公一 連合区副会長 山下　正次

猿爪区長 加藤　一男 猿爪副区長 大脇　和昭

猿爪副区長 藪崎　幹朗

水上区長 加藤　啓二 水上副区長 西尾　　強

大川区長 加藤　善行 大川副区長 河野　信介

監　　事 伊藤　弘光 監　　事 西尾　伸一

 東　町　１ 松下　稔明  梨　ヶ　根  宮島　賢一

　 〃　  ２ 景山　英夫  下　山　町 栗山　隆

　 〃　  ３ 原田　圭介  宮　    町 中村　一成

 細  久  手 久保敷　兼  西　　  町 伊藤　弘光

 旭　町　１ 水野　恵一   学 校 前 町   加藤　直之

　 〃　  ２ 西尾　朋巳  あけぼの台 濱本　道明

　 〃　  ３ 佐藤　卓矢  水　上　１ 西尾　伸一

　 〃　  ４ 青木　本吉 　 〃　  ２ 野村　伸介

 新　町　１ 西尾　佳也 　 〃　  ３ 上田　一男

　 〃 ２・３ 岩崎　優 　 〃　  ４ 小木曽　敏行

　 〃　  ４ 岡村　紀代美  大　川　１ 加藤　国弘

 本　町　１ 平林　久和 　 〃　  ２ 水野　英明

　 〃　  ２ 長澤　輝明 　 〃　  ３ 羽柴　弘之

　 〃　  ３ 西尾　和夫    〃４－１ 野田　修一

　 〃　  ４ 小木曽　直哉    〃４－２ 羽柴　雅紳

　 〃 ５・６ 高山　良一 　 〃　  ５ 稲田　隆浩　

 元　町　１
ロバート
ミドルトン

　 〃　  ６ 遠藤　嘉久

 　〃　２・３ 曽根　昭太 　 〃　  ７ 高山　義昭

陶町の人口動態(4/１現在）

1,610人
1,836人

1,446世帯

3,446人

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

すえっこくん、今月は、こんなイベントに参加するよ。

５月28日(日)陶宅老所まつり

グランフォンド東濃2017

みんな、ぼくに会いに来てね❤

※日程等、変更となる場合がありますので、ご了承ください。

ここでは、紹介できませんでしたが、他に体育部長・青少年推進員・
福祉委員の皆さん、一年間、何かと町内活動等に、ご協力をいただき
ますので、よろしくお願いいたします。

16日(日)陶子連の追跡ハイクに行ってき
たよ。今年で44回も続く陶の伝統ある行
事のひとつなんだって！
今年は、猿爪地区を地図を片手に歩いた
よ。途中、ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞのポット移植をした
り、陶にまつわるクイズを解きながら、が
んばって歩いたよ。みんな、おつかれさま

９日(日)猿爪の桜まつりに行ってき

たよ。

あいにくのお天気だったけど、バサ

ラや、ダンス、マンドリンなどで、み

んなとたくさん遊んだよ。

おいしいモノもたくさんあって、ぼく、

食べすぎちゃったよ(^_^;)

陶町の皆様こんにちは。

今年度から分署長として勤務

することになりました。

中嶋大輔です。よろしくお願いし

ます。

日頃から消防行政にご支援ご協力を賜りまして

誠に有難うございます。

陶分署の救急車が今年度更新しました。

いつでも、救急車を見学しに来てください。

これからも、陶町の皆様が安心、安全で暮らせ

るように、一生懸命努めていきたいと思います。

14日(金)平成29年度陶寿大学始業式が、陶公民館で行われ、
39名が出席しました。今年度は、新入学生５名、合計47名に
よりスタートしました。

学級長、公民館長のあいさつの後、井口千代子先生のお話
を聞き、今年度の学習計画、予算案などの報告をしました。

役員の皆さんには、また一年いろいろとお世話になりますが、
どうぞよろしくお願いします。

始業式に引き続き、学習会として、「トイレットペーパーの芯でこいのぼりをつ
くろう♪」ということで、皆さんとても真剣にこいのぼりを作りました。

今後の予定は…
５月下旬 健康ウォーキング
６月中旬 ささゆりの湯
７月中旬 日帰り研修
９月上旬 ミニゴルフ大会…となっております。
詳細につきましては、随時、班長さんを通じ、チラシを送ります

のでご確認ください。
平成29年度も、みなさん

と元気に楽しく、身体を動
かしたり、学習をしていき
たいと思います。

寿大学では、年間を通じ、
学生を募集しています。希
望される方は、陶公民館ま
でお知らせください。
☎65-2112

22日(土)どんぐりまつりに行ってきたよ。

ぼくを見かけるなり、「すえっこく～ん❤」と駆け

寄ってくれたよ。ぼくに、会いに来てくれて、あり

がとね。どんぐりさんの太鼓や、バサラなどで

とっても賑やかなお祭りだったよ。

ぼくも、SL乗りたかったな…(>_<)

すえっこくんの今治タオルが
完成しました！
25cm×25cmのミニタオルです❤
一枚300円！
色は、ピンク。

★近日中に、イエローも発売
します。

http://suechou.blog.fc2.com/img/20170409_01.jpg/
http://suechou.blog.fc2.com/img/20170409_01.jpg/


地区 資源ごみ 不燃ごみ

猿爪 18日(木) 25日(木) ※紙類は資源ごみ

水上・大川 19日(金) 26日(金) の日に回収します

 

 

　

すえっこニュース 陶幼児園より

「運がいいのは、どっち！？手相術」 西谷泰人：著

七万人の運命を鑑定し、四千人の手相家を育てた著者が、簡単で分かりやすい

手相の見方を教えます。自分だけでなく、家族や友達の手相も見てみませんか？

３月の陶分室 貸し出し人数：26人 貸し出し冊数：58冊

☆はじめに

今月号より『もっと知ろう「陶」』というタイトルで

新しい連載を始めますので、「陶町歴史ロマン」

同様ご愛読ください。

この欄で取り上げて欲しいテーマ（陶のことで

知ってほしい事柄）等ありましたら公民館まで連

絡していただければ幸いです。

１、陶の古窯の開祖は皆「加藤」

陶地区の窯業の開祖は、古い順に

・大川窯 加藤左衛門尉景信

文明7年（1475年）

・水上向窯 加藤萬右衛門尉基範

永禄6年（1563年）

・猿爪窯 加藤仁右衛門尉景貞

天正6年（1578年）

・水上田尻窯 加藤太郎右衛門尉景里

慶長7年（1602年）

と、皆「加藤」姓です。

姓は皆加藤ですが、出身地は武蔵、

瀬戸、久尻、大平とそれぞれです。

＜右の写真は桜ヶ丘公園にある陶

祖碑提供者：上手正利氏＞

今年の陶町は、連合区長 加藤公一

さん、猿爪区長 加藤一男さん、水上

区長 加藤啓二さん、大川区長 加藤

善行さんと4人とも加藤さんです。

陶にとってたいへんな吉兆に思えます。

平成29年１月１日より、受動喫煙防止対策として、敷地内全面禁煙としております。
市民の皆様及び施設を利用される皆様の、ご理解・ご協力をお願いします。

１日(月)中高年から始めるらくらくピアノ10～
５日(金)町民ゴルフ大会
７日(日)市民大会(陸上)
９日(火)手作りパンでカフェメニュー9：30～
14日(日)資源回収(幼・小・中合同）

市民大会
15日(月)中高年から始めるらくらくピアノ10～
21日(日)青少年育成市民会議

町民ティーボール大会
資源回収予備日(幼・小・中合同)

28日(日)グランフォンド東濃
町民ティーボール大会予備日

29日(月)古布リフォーム手芸教室13：30～

申込期限：5月19日（金）

申込先：陶公民館

登録料：6,000円

平成２９年
陶幼児園スタート！

４月10日(月)陶幼児園の入園式、進級式がありました！
全園児43名（年長18名）（年中7名）（年少8名）（未満児10名）
そして職員11名で平成29年度の陶幼児園が元気いっぱい
にスタートしました。

入園式には交通安全協会の西尾様、陶交番の中島
巡査に来ていただき、保護者の方々にお祝いの言葉と、
交通安全についての話をしていただきました。

また、３歳児、５歳の新入園児に可愛らしいすえっこの通園
バッグと、今年は全員に反射バッジもいただきました。ありがとうございました。

幼児園のリーダー、ばら組さんが“♪夢をかなえて”をみんなの前で張り切っ
て歌って見せてくれました。

陶幼児園の保育目標である“心豊かで意欲のある子”“明るく・やさしく・たく
ましく”を目指して職員一丸となって可愛い子ども
達の成長を支えていきたいと思います。

地域の皆様には今年度もいろいろお世話になり
ます。

どうぞよろしくお願い致します！

～幼児園から募集～
幼児園の子どもたちにカブト虫
を見せて、触らせてあげたいと
…ということで幼虫を大募集し
ています。ご協力お願いします。
陶幼児園まで持って来られない
方は取りに伺いますのでご連絡
をください。

陶幼児園の子どもたちが描いた素敵な作品を紹介します。

みずの りこさん
「おとうばんがんばる

すずき まおくん
「おとうばん！たのしみ！」

にしお はるとくん
「さくらのとんねる！」

申込み締切：５月２６日

開 催 日 ： 平成２９年 ６ 月 ４ 日（日）

小雨決行・雨天中止

会 場 ： 大川公民館発着

特設コース ５.５ｋｍ

時 間 ： 午前８時半受付開始

９時００分スタート
駐 車 場 ： 大川こま犬駐車場

参加資格： 健康な方

但し、小学生以下は保護者同伴

申 込 み ： 陶公民館へ事前申し込み

当日大川公民館にて受付もしますが、ﾎﾟｰﾙﾚﾝﾀﾙ（無

料）をご希望の場合は必ず事前申込みが必要で

す。

実施要項

詳細は別紙チ
ラシをご覧くだ
さい


