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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 13日㈭ 24日㈪ 

水上・大川 14日㈮ 25日㈫ 

 

2 日㈰  8：30～ 陶町民ソフトバレー大会（陶小学校 於） 

3 日㈪ 10：00～ 中高年から始めるらくらくピアノ⑤（講座） 

6 日㈭ 19：15～ リンパ体操＆セルフリンパマッサージ⑤（講座） 

7 日㈮  9：30～ 手作りパンでカフェメニュー③（講座） 

9 日㈰  7：45～ 陶町民野球大会（陶小学校・旧陶中学校 於） 

11 日㈫ 19：30～ ゆかた着付け講座（受講者募集中） 

15 日㈯  水上祇園祭 

20 日㈭ 19：15～ リンパ体操＆セルフリンパマッサージ⑥（講座） 

22 日㈯  大川祇園祭 

31 日㈪ 10：00～ 中高年から始めるらくらくピアノ⑥（講座） 

19：30～ ゆかた着付け講座（受講者募集中） 

 

 

 

6月 4日(日)、梅雨シーズンですがお天気にも恵まれて、大川地区にて第 3回陶

町民ポールウォーキング大会が開催されまし

た。 

大川八王子神社を出発・ゴール地点とし 19名

が参加。参加者は人里離れた山中や、田園風

景が広がる約 6kmのコースを約 2時間かけて

自然を楽しみながらポールウォーキングを楽し

みました。身体にも負担がかからず始められる

ポールウォーキング。次回もたくさんの方の参

加をお待ちしています。 

 

 

陶町内を通り、物流の主要道路だった中馬街道。 

6月 16日に陶小学校 6年生児童 23名と陶町

明日に向って街づくり推進協議会のメンバーとで

散策し、陶磁器製の案内看板の設置をしました。 

吹越をスタートし、途中数々の史跡の説明を受け

ながら陶小学校に向い中馬街道を歩いた児童の

皆さん。案内看板は街づくり会長の長谷川さんに手

伝ってもらい、猿爪本町にある庚申堂に設置しました。 

何気なく歩いていた通学路にも陶の歴史はいっぱいです。石仏や地名の由来を街

づくり・加藤幸枝さんから聞き、「へ～、知らなかった」「昔はここを馬が通っていたん

だ～」とみなさん興味津々でした。 

 

取材に訪れた新聞記者の方や、ケーブル

テレビの方からのインタビューにもしっかり

受け答えしていた児童たち。 

いつか大人になっても、自分たちのふるさ

と陶町には貴重な史跡や素敵な場所があ

ることを忘れないでいてくださいね。 

  

 

瑞浪市消防操法大会が 6月 11日

(日)、瑞浪中央公園で開かれました。

出場隊はポンプ車からホースをつない

で伸ばし、火に見立てた的に当てるま

での「操作要領、行動、動作」の速さと

正確さを競いました。  

操法大会に向け、みなさん 2月から週

3日の訓練を積み重ねた 4 ヶ月の日々。 

その成果もあって、準優勝という輝かしい成績

を修めました。 

普段の仕事の傍ら、消防団員としての活動をし

てくださる皆さん。自分たちの住む大切な町、大

切な人たちを守るという思いをもって、日々活動

してくれているのではないでしょうか。 

 

 

 

 

6月 10日(土)、瑞浪市総合文化センターにて瑞浪市文化協会祭

が開催され、陶町からは、「陶コーラス」「SUE コールアマービレ」「水

上区お囃子保存会」「猿爪区お囃子保存会」の皆さんが出演され

ました。日ごろの成果の見せ所とあり、皆さんそれぞれに素敵な歌

声や、演奏を披露されました。今後も、いろいろなところで披露する

機会がある皆さん。陶町の文化祭での出演も楽しみにしています。 

   

 

 

 よろしくおねがいします★ 

6月 1日から 2名の方が新たに陶コミュニティーセンターの一員となりました。 

これからいろいろな場面でみなさんと接する機会がありますが、よろしくお願い
します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

陶町の人口動態（6/1 現在） 増 減 

世帯数 1,444世帯 -1 

人 

口 

男 1,600人 -7 

女 1,826人 -8 

計 3,426人 -15 

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 

景山 友美さん 

この度、陶公民館で働くこととなりました。

早く仕事を覚えて、陶の皆さんのお役に 

立ちたいと思います。 

西尾 伸一さん 

この度、陶町の集落支援員として勤務す

ることになりました。早く仕事に慣れて

陶の皆様のお役に立てるよう頑張りま

すのでよろしくお願いします。 

一緒にガンバロ～ 



 

 

 ～陶寿大学～ 

6月 16日（金）、陶寿大学の学生さんが串原

にある「ささゆりの湯」にでかけました。 
天気にも恵まれたこの日、グランドゴルフでは
みなさんスコアを競いながら楽しく汗を流しまし

た。スポーツの後は温泉でリフレッシュ。 
みんなそろって美味しい昼食をいただいて、会
話にも花が咲きました。たくさん身体を動かし
て、とても健康的な一日を過ごした学生さんたち。これからも皆さん元気に学
修と研修を楽しみましょう。 
次回の研修は、長寿会の皆さんとの交流会として、ミニゴルフ大会を予定し
ています。 
 

 

 

３ 狂俳 

 ７月になると、水上・大川の夏祭り「祇園祭」が行われます。この祭りに欠か
せないのが狂俳の手描きあんどんです。 
狂俳とは、江戸時代、農民などが時の権力に

対抗する手段として 12文字に自分たちの思いを
込めて表現したのが始まりで、岐阜県が発祥の
地とされています。（岐阜公園に「狂俳発祥之
地」と刻まれた石碑がある。）陶の狂俳も約 150
年の歴史があります。 
狂俳は題として出されたものに７文字と５文字

で、時代の風刺・ユーモアなどを表現します。例
えば、お題「風格」で、句は「狛犬凛と里に座す」
という調子です。祭りは狂俳の発表会になってい
て、あんどんにお題と句、その内容を描いた粋な
イラストが、ろうそくの灯で映し出されて夜祭りを盛り上げます。 
 あんどんの大きさは縦 55cm、幅 30cm で、イラスト（水彩画）はあけぼの台
の須藤信利さん、希望ヶ丘の勝次男さんが担当しています。狂俳募集に投
稿する人には、自分の作品を絵に描いてもらうのが楽しみになっていると思い
ます。この狂俳あんどんは、夏祭りにふさわ
しい・欠かせないものと、猿爪区の夏祭り
（8/15）にも貸し出され会場周辺で夜の祭

りを盛り上げてくれます。 
○狂俳の壁（右の写真） 
 水上神社の階段の左右に 30cm 角タイ
ル 6 枚を合わせた縦 90cm、横 60cm の
陶板が 28 箇所、壁に埋められている。平
成 7 年に完成し貴重な観光資源になって
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。 

いまたき せおんさん                おおた ひろとさん 
「プール楽しみ～！」               「いっぱい掃除したよ！」 

 

こぎそ たいがさん 

「プール掃除頑張った！」 

 

                

「大きなおいもができますように！」 
6 月 6 日にさつま芋の苗を植えました。

事前に陶社協・長寿会・ゴールド会のみなさ

んに準備をしていただき、児童館の畑に植

えました。当日も「こうやって寝かせて植え

るんだよ」と実際にやり方を見せて下さり、

一人一人について優しく丁寧に教えていた

だきました。今年は全員参加、ひよこ組さん

は見学でしたが、3 歳～5 歳の子みんなで

穴を掘りたくさんの苗を植えました。子ども

たちは「よしっ、できた」と満足気！「うまいぞ～」と、声をかけて優しく見

守るまなざしに心があったかくなりました。水を

やりながら、「大きなさつまいもができますよう

に」とみんなで祈りました。実りの秋が楽しみで

す！ 

地域の方々の温かい愛情に支えられて、幼児園

の子どもたちは様々な経験をさせていただいてい

ます。 

地域の皆さま本当にありがとうございます。 

 

 

陶町連合区会 

 

 

陶町民が協力し町内各地の清掃を行いました。朝 8時

に各自集合。小学生・中学生の参加もあり、住民のみな

さんがそれぞれ刈り払い機や掃除道具を持ち寄りいざ清

掃作業に。普段は草が生い茂った道路脇の草刈や、隠

れていたごみを拾い集めて約 2時間に亘って作業を行

いました。天気が心配でしたが、無事作業を終了すること

ができました。みなさん、ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

陶公民館体育室（どんぐり工房横建物）は、平成 29年 8月から平成 30年 3月

末日までの間、建物改修工事が行われます。 

工事の進捗状況によって、利用をご遠慮いただく場合がありますので、皆様ご理解

とご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 

瑞浪市民図書館だより 

6月の陶分室貸出状況：貸出人数 16人  貸出冊数 42冊 

 

～オススメ！陶分室の本～ 

「きくちいまが伝えたい！買ってはいけない着物と着物まわり」  

きくち いま：著 

着物のある暮らしを提案するイラストレーターで随筆家のきくちさん。赤裸々の口調で語る

「着物の疑問」に答える本です。 

すえっこニュース 陶幼児園より 

キミの住む町に遊びにいくよ！ ボクをみつけたら声をかけてね♥ 
●7月 15日(土)水上祇園祭（13：00～22：00） 

●7月 22日（土 w）大川祇園祭（18：30～21：00） 

●7月 23日(日)納涼夏祭り「夏トキッ！」2017（10：00～12：00）  

これからは夏祭りのシーズン到来！これ以外にもおでかけするかもよ。 

～幼児園から質問～ 

幼児園の子どもたちは、かえるやザリ

ガニが大好き…なのですが、陶幼児

園の近くに捕まえられる場所がなかな

か見つけられません…幼児園の近くで

そんな場所を知ってみえる方はご一

報ください。 

《5.28陶宅老所まつり》 

《5.28 ｸﾞﾗﾝﾌｫﾝﾄﾞ東濃 2017》 

《6.18 きなぁた瑞浪 5周年祭》 

《6.11瑞浪市消防操法大会》 

がんばれ！ 
第五分団 


