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増減

世帯数 1,445世帯 -1

男 1,607人 -3

女 1,834人 -2

陶町の人口動態（5/1現在）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地 区 資源ごみ 不燃ごみ 

※紙類は資源ごみの

日に回収します。 

猿 爪 15日㈭ 26日㈪ 

水上・大川 16日㈮ 27日㈫ 

 

1 日㈭19：15～リンパ体操＆セルフリンパマッサージ①（講座） 

4 日㈰8：30～(受付) 陶町民ﾎﾟｰﾙｳｫｰｷﾝｸﾞ大会（会場：大川地区） 

5 日㈪10：00～中高年から始めるらくらくピアノ③（講座） 

6 日㈫9：30～手作りパンでカフェメニュー②（講座） 

8 日㈭19：15～リンパ体操＆セルフリンパマッサージ②（講座） 

9 日㈮19：00～陶町青少年育成町民会議 

11 日㈰8：00～瑞浪市消防操法大会（瑞浪中央公園 於） 

15 日㈭19：15～リンパ体操＆セルフリンパマッサージ③（講座） 

16 日㈮陶寿大学ささゆりの湯～温泉と軽スポーツ～ 

18 日㈰8：00～陶町内一斉清掃 

瑞浪市主張大会（総合文化センター 於） 

19 日㈪10：00～中高年から始めるらくらくピアノ④（講座） 

22 日㈭19：15～リンパ体操＆セルフリンパマッサージ④（講座） 

25 日㈰陶町明日に向って街づくり推進協議会 30 周年記念式典 

29 日㈭19：15～リンパ体操＆セルフリンパマッサージ⑤（講座） 

※講座「古布リフォーム手芸教室」は、未開講となりました。 

 

5月 21日(日)、朝からどんどん気温が上がった
とても暑い日、旧陶中学校グラウンドにて、町
民ティーボール大会が開催されました。 
12チーム約 200人が参加し、応援にこたえるべ
く守備に打撃にと珍プレー、好プレーでゲーム
を盛り上げていました。 
 

《試合結果》 

 Ａ面 Ｂ面 

優 勝 大川 1・2・3号 水上 1・4号 

準優勝 旭町 水上 2・3号Ａ 

３ 位 
大川 6・7号 

本町 3・4・5・6丁目 

新町 2・3・4丁目 

大川 4-1・4-2・5号 梨ヶ根・下山・元町 

 

 

  陶駐在所巡査部長 中島 将登さん 

陶駐在所に４月から新しい警察

官の方が赴任されました。 

ここでひと言ご挨拶。 

 

『この４月に異動で陶駐在所に

赴任してきました。妻と２歳の娘

と、今年の７月に生まれる予定の

子供の４人家族でお世話になり

ます。よろしくお願いします。』 

 

2 歳の娘さんも一緒に敬礼(^_^)/。 

以前の勤務地とは環境がかなり違うかもしれませんが、陶町の安全と

防犯への貢献を期待しています。中島さん、これからよろしくお願い

します。 

 

瑞浪市民体育大会が 5 月 7 日～21 日の期間、競技別に随時開催されま

した。小学生からベテランまで幅広い年代の皆さんが参加しそれぞれの

競技で大活躍。 

特にバレーボールでは、優勝という輝かしい成績を収めました。 

 

陶支部選手の結果は、次のとおり

です。 

 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ・・・ 優勝 

陸上競技・・・ ３位 

弓 道・・・・ ３位 

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ・・ ３位 

軟式野球・・・ ５位 

クレー射撃・・ ６位 

卓 球・・・・ ２位 

剣 道・・・・ ３位 

ｿﾌﾄﾃﾆｽ・・・・ ５位 

テニス・・・・ ５位 

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ・・・ ２位 

 

 

瑞浪市民図書館だより 

～オススメ！陶分室の本～ 

「中性脂肪を落とす[楽うま]健康ダイエットレッスン」奥薗壽子：著 

人気料理研究家・奥薗壽子さんが、太ってしまった自分のために開発した健康
によく、ダイエットもできる簡単で美味しいレシピ集です。お腹も心も満たさ

れるレシピ。 

《蔵書点検のお知らせ》 
6 月 12 日(月)～16 日(金)まで、蔵書点検のため、期間中は本館・分

室すべての館で貸し出しができません。※返却はできます。 
ご協力お願いします。 

  

発行元：陶コミュニティーセンター 〒509-6361 瑞浪市陶町猿爪 405-1 

☎陶ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 65-2111／☎陶公民館 65-2112 

FAX 62-0004 

 

6月 4日(日)9時～（受付は 8時 30分から）陶町大川公民館発着 

参加費無料。当日参加可能。皆さんの参加お待ちしています。 



陶寿大学 健康ウォーキング 

5 月 19 日(金)陶寿大学の学生さん 34 名で日本昭和村に健康ウォーキ
ングにでかけました。 

広い敷地内には、懐かしい昭和の建物や体験工房が立ち並びます。 
この日は真夏日に近い日となりました

が、涼しい木陰で少しずつ休みながら
村内のウォーキングを楽しみました。 
昼食はバイキング
に舌鼓。 

午後からも暑さ
に負けず、園内を
それぞれに散策。 

レトロな展示物や看板に懐かしさを感じます。                
 
 
 

今年の 4 月に入学された学
生さん、初めての研修いかが
でしたか？ 

これからも皆さんお元気
で、様々な研修や体験学習を
していきましょう。 

 

 

２、瑞浪市天然記念物 水上のハナノキ 
国道 363 号には土岐市から恵那市まで「中馬

ハナノキ街道」の愛称が付けられていて、実

際にハナノキが道路脇に植樹されているの

で、私たちにとってハナノキは馴染の深い木

となっています。水上の東濃カントリー入口

にハナノキの大木があり、春秋に真っ赤にな

って私たちの目を楽しませてくれますが自生

ではありません。 

水上の水上川川岸（滝坂から田尻へ下る道

のすぐ左）に自生するハナノキ(右の写真)は、

高さ約 20m の大木で「水上ハナノキ」として

昭和 36 年 瑞浪市の天然記念物に指定されて現在にいたっています。 

ハナノキはカエデ科に属し、主として湿地などに自生する落葉樹です。春先(４

月の初め頃)に紅色を咲かせることから「花の木」（4 月の始め釈迦の誕生（4/8）

を祝って花祭りが行われる）の名が付けられました。

また、秋の紅葉が美しく、一段と鮮やかなことからハ

ナカエデとも呼ばれています。 

ハナノキは日本の固有種で、長野県・岐阜県・愛知

県の県境付近に分布し、希少種のひとつとして、絶滅

の危険が増大している種(絶滅危惧2類)に指定されて

います。 

過去には、陶にもう一つ天然記念物がありました。 

猿爪細久手墓地駐車場の下の南向き斜面にあった

ツルウメモドキがそれです。 

ツルメモドキはニシキギ科に属するつる性の落葉

樹で、果実は直径 1cm 程度の球形で、ウメに似てい

ることからこの名がつけられました。猿爪のそれは、

樹齢 150 年前後と推定され、近くのクヌギの幹に巻

き付いて高さ 11m、幹の直径約 21cm という大型の

個体でしたが、平成 3 年枯死（寿命？）のため指定解

除になってしまいました。現在は「瑞浪市天然記念物 ツルウメモドキ」と記し

た石碑のみが残っています。 

水上のハナノキが枯れてしまわないことを願っています。 

 

  

 

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。 

 

 

                
「こいのぼりが あがったよ～！」 

5 月 8 日（月）にシルバー陶支部の

方々が集まり、幼児園にこいのぼりを

あげてくださいました。登園した子ど

もたちは、わくわく、どきどきしなが

ら、テラスから固唾を呑んで見守りま

した。手際よく準備してくれる様子を

見て「すご～い」「かっこいいね～」と

楽しそうに眺め、いよいよこいのぼり

があがると「こいのぼりがあがったよ

～」「わぁ～たか～い」「すげ～」と大興

奮でした。子どもたちを送ってみえたお母さんたちも「すごいね～今年も

陶に子どもの日がやってきたね～」「子どもたちのためにありがとうござい

ます」とシルバーの方に声をかけてみえました。子どもたちも「ありがと

うございます」の言葉、こいのぼりの歌、ささやかな手作りメダルのプレ

ゼントをして感謝の気持ちを伝えました。 

毎日こいのぼりの下で体操やかけっこをしたり、こいのぼりのしっぽに

タッチをしたり…楽しく過ごすことができました。 

幼児園の子どもたちのことを思って、いつ

も一生懸命になってくださる陶地域の皆様

のあたたかいお気持ちに本当に感謝してい

ます。ありがとうございます。これからも陶

幼児園の子どもたちをよろしくお願いしま

す。 

 

第 24 回陶町民ゴルフ大会開催 ～優勝は誰の手に!?～ 
5 月 5 日(金)東濃カントリー倶楽部にて『第 24 回陶町民ゴルフ大
会』開催。爽やかな青空のもと 8 時 14 分からスタートし 92 名の
参加者全員が無事ホールアウトしました。 

◆成績（上位入賞者）◆ 

優勝 小木曽隆巳さん 準優勝 小木曽敏行さん ３位 野村 昭治さん 

     

 

 

 

すえっこニュース 陶幼児園より 

いわしま あみさん 
「いちごがいっ～ぱい！」 

こうの ゆなさん 
「おさんぽだ～いすき！」 

おくだいら じぇしかさん 

「せんせい！あ～そぼ！」 

～幼児園からお礼～ 

前回、掲載しましたカブト虫の
幼虫ですが早速ご協力してく
ださいました。ありがとうござ
いました。子どもたちがわくわ
く･どきどき、成虫になるのを
楽しみにしています。 

蚕
の
家
に
て 

村長さんと一緒に 

市天然記念物 水上ハナノキ 

赤い色が出なくてすいません 

現在は石碑のみ 

後方のクヌギに 

巻き付いていました 

赤 

●4月 28 日(金)-陶町街づくり総会- 
街づくりの総会前のミニコンサートを楽

しんだよ。いなつミュージッククラブのメ
ンバーの皆さんが演奏する曲は、昭和のフ
ォークソングなんだって。メンバーの中に
は小学生のお友達もいて、上手な演奏にび
っくり！ボクも練習したらギター弾けるよ
うになれるかなぁ？ 

●4月 30 日(日)-全日本うまいもの祭り 2017- 
愛知県モリコロパークで全国のおいしいものがたくさ
ん集合！地方の珍しい食べ物があって、おなかがいっぱ
いになっちゃったよ～。もちろんステージにも出て、陶
町の紹介もしたよ。ステージではみんなと“すえっこく
んダンス”も踊って、楽しい一日を過ごしたよ! 

 
5 月 28 日(日)陶宅老所まつり（陶宅老所）、グランフォンド東濃 2017（陶ｺﾐｭﾆﾃｨｰ前、瑞浪市民公園） 

6 月 11 日(日)瑞浪市消防操法大会（瑞浪中央公園）／6 月 17 日(土)・18 日(日)きなぁた瑞浪周年祭（きなぁた瑞浪） 

 


