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八月の主な行事予定
10 日㈭
13 日㈰
15 日㈫
19 日㈯
20 日㈰

タブレット無料体験教室（19：00～21：00）
陶祖祭（9：00～）
猿爪区夏祭り
すえふるさと福祉村健康講演会「がん予防と早期発見」
（13：30～）
真夏の夜の映画会（18：00 開場、18：30 上映開始）

25 日㈮
26 日㈯

お年寄りと子どもの夏まつり（9：30～11：30）
サロン一歩（9：00～11：00）

八月 ごみの日
猿

爪

水上・大川

不燃ごみ

16 日㈬

24 日㈭

17 日㈭
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跳んだ、打った、楽しんだ

資源ごみ

1,444 世帯

〒509-6361 瑞浪市陶町猿爪

☎陶ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 65-2111／☎陶公民館 65-2112

地 区

増 減

町民スポーツ大会！

◆第 35 回 町民ソフトバレーボール大会◆
7 月 2 日（日） 町内の各地区より１４チームが参加し、応援
の子供たちを含めると約 200 人の参加を得て、町民ソフトバ
レーボール大会が開催されました。
今年は旧陶中体育館が小学校化工事で使用できず、陶
小体育館での開催となり、役員も要領を得ない部分はありま
したが、無事に怪我人もなく終えることができました。
試合前にケガ予防のストレッチングで体をほぐした後にいざ
試合開始！各チームともレベルアップが著しく熱戦の連続で、楽しいスポーツの時間をす
ごすと共に地域内の親睦を深めることができました。
結果は本町 3・4・5・6 丁目、新町 2・3・4 丁目合同チームＡが昨年に引き続き優勝で、
西町・学校前・あけぼの台チームが準優勝でした。

※紙類は資源ごみの
日に回収します。

「 サロン一歩 」 にかわいいお客さま
～実は!?お子様セットがあるんです～
皆さんご存知でしょうか？毎月第 4 土曜日 9：00～11：00、陶公民館で「サ
ロン一歩」が開催されていることを。
月に一度ではありますが、地域の皆さん
の交流の場として、コーヒーとトースト
をいただきながら、会話も弾みます。
「それって、大人だけが楽しむ場所でし
ょ？」と思われている方もいるかもしれ
ません。そんなことありませんよ。
実は、
“お子さまセット”がある事、ご
存知でした？
前回のサロン一歩には、幼児園のかわいらしいお友達が、パパ、ママと一緒
に来てくれました。ジュースとトースト、バナナの“お子さまセット”を前に
して、みんなうれしそうに“モーニング”を満喫していました。ジュースはお
かわり自由です(*^_^*)。
周りの人たちも、かわいらしいお客さまと一緒に楽しいモーニングタイムに
なったことと思います。幼児園のお客さまをはじめ、小・中学生の皆さんも大
歓迎です。お時間のあるお友達、ちょっとのぞいてみてくださいね。
✮次回開催は 8 月 26 日（土）9：00～11：00 に開催します。

みんな集まれ！お年寄りと子供の夏まつり
開催のお知らせ
日時）8 月 25 日（金） 9：30～11：30
会場）陶幼児園（雨天決行）
額皿やマグカップに絵を描いてオリジナル
の作品を作ろう(^o^)丿
わた菓子、ポン菓子、チューペット
ヨーヨーつりや、ヨーヨーゲーム、けん玉遊
び輪投げにボール投げゲーム
児童館のゲームコーナー、幼児園ゲーム
コーナーとお楽しみがたくさん。

《優勝チームの皆さん》

《準優勝チームの皆さん》

◆第 45 回 町民野球大会◆
第 45 回町民野球大会が 7 月 9 日（日）旧陶中学校において開催されました。
今年の大会は参加チームが 4 チームと少な
くてやや寂しい大会になりましたが、参加した
4 地区は熱戦を展開！特に決勝戦ではタイ
ブレークでの決着という激戦でした。
優勝した西町・学校前・あけぼの台チームに
は 10 月 22 日（日）に行われる瑞浪市の交
流大会に参加していただきます。

“ 真夏の夜の映画会 ”

開催のお知らせ

陶公民館にて映画会を開催します。上映作品は「ＳＩＮＧ－シング－」。
動物たちが繰り広げる、どこか人間社会と似た世界。取り壊し寸前の劇場支配人がかつて
の栄光を取り戻すため、歌のオーディションを開催。
そこには、自身を無くした者、人生の壁にぶつかった者たちが、生き方を変えるチャンス
を掴むためオーディションに参加する。「ザ・ビートルズ」「マイケル・ジャクソン」から「レディ・
ガガ」まで、全 65 曲のヒットソングが流れるこの映画は、子供から大人まで楽しめること間
違いなし。
歌のチカラで元気になれる、エナジームービーをお楽しみください。
（陶町明日に向って街づくり推進協議会 主催）

上映日時）8 月 20 日(日) 開場 18 時～ 上映開始 18 時 30 分～
会 場）陶公民館 多目的ホール
全席自由 定員 100 名 観覧無料
※観覧には整理券が必要です。
※整理券はお一人様 4 枚までのお渡しとなります。
整理券配布窓口）陶ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ／陶公民館、
水上簡易郵便局
★整理券配布は 7 月 31 日(月)から配布します。

最後には、参加者みんなでメッセージのついた風船を飛ばそう！
おじいちゃん、おばあちゃん、よい子のみんな、おともだちを誘ってみんな集まれ！
(C) 2016 Universal Studios. All Rights Reserved.

陶 幼 児 園 ぎゃらりー

も っ と知 ろ う “ 陶 ”

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。

４、戦争と平和
間もなく 72 回目の終戦記念日を迎えます。日本
は先の戦争から戦争の愚かさ、悲惨さ、むごさを学び
「二度と過ちを繰り返しません。」と誓いました。平和
の対局「戦争」の話、戦時中の陶がどんなんであった
かを少しばかり。
猿爪の本町「新星」さんの前の坂を登りきり、右に
曲がると秋葉神社がありますが、その辺りに防空監視
防空監視員
哨（ぼうくうかんししょう）がありました。
陶の監視哨には二人の軍人が永楽屋さんに宿泊して勤務していて、二人は交代でや
ぐらの上から目視で敵機を見張り、発見すれば、「○○方向へ向かっている敵機発
見！」と名古屋にいる司令官に報告するのが任務でした。
72 年前とはいえ、米軍がレーダー飛行するのに対し、日本軍は多くを目視に頼ってい
たのです。「これでは米軍に勝てるわけがない。」と、あきらめ顔の人がいても不思議では
ありません。最も、監視哨が大いに役目を発揮し、それが米軍の知るところとなれば陶に
爆弾を落とされたかもしれませんが。
また、戦時中はトンネル窯の燃料である重油が不足すると、重油窯を薪ガス窯や亜炭
ガス窯に改造するとともに、廃油まで使用したそうです。また、鉄鋼資源が葛藤し始める
と、陶磁器による金属製品の代用品生産が本格化し、水閘管、仏具・火鉢・洗面器、更
になんと手榴弾まで製造したそうです。更に海綿鉄
（多孔質の鉄塊、スポンジ鉄とも呼ばれた）の生産も
行った。しかしながら、働き盛りの男手は軍隊にとら
れ、町に残るのは老人と女のみのため、岩村女学校
やら陶・明智の高等科からも動員を受けて（70 名ほ
ど、最大時は 200 名ほど）生産に励んだといいます。
これらの事もさることながら、陶町出身者も戦場で
多くの戦争犠牲者を出したことも忘れてはいけませ
ん。現在の陶児童館北の丘陵には、戦争での戦没
者を慰霊する忠魂碑があり、その隣に 117 基の墓標
が並んでいます。平成 8 年には戦後 50 年を記念し
て陶町の長寿者によって、戦没者の犠牲のうえにあ
る今の平和に感謝し「みたまよ やすらかに」と記した
立派な平和観音（右の写真）が奉納されました。

すえっこくん みぃつけた!!
《7 月 15 日 水上区祇園祭》
今年の祇園も暑い日だった～。
水上の祇園祭は、山車が練り歩き、
手踊りをしながらみんな神社前ま
で行くんだよ。
お囃子も、とっても上手だったよ。

はら ゆうだい さん
「ぼくペンギン大好き！」

ながい りと さん
「わたしプリンセスよ！」

～幼児園からお礼～
先日、シルバーの陶地区の方に七夕の笹を
持ってきていただきました。子どもたちは喜ん
で七夕飾りをつけて楽しみました。地域の皆
様のあたたかい心が子どもたちを育ててくれ
ます。ありがとうございました。

すえっこニュース

陶幼児園より

「サニーヒルズのみなさんと…」
6 月生まれの誕生日会に、サニーヒルズの方々が来園し
てくださいました。幼児園の子どもと触れ
合い遊びをしたり、うたを聞いてもらった
りして楽しみました。
「また来てね！」
「元
気でね！」などお別れは握手も…。七夕の
前だったので子どもたちが一生懸命作っ
た七夕飾りのプレゼントを渡すと、とても
喜んでいただき貴重な体験となりました。

「宅老所へ行ってきま～す！」
6 月から幼児園の子どもたちがグループごとに宅老所へ出かけています。
おじいさん、おばあさんたちと一緒にうた
を歌ったり、体操をしたり…ふれあいを
楽しんでいます。
「子どもたちから元気を
もらえる！」と喜んでもらえますが、子
どもたちもおじいさん、おばあさんから
元気をもらって帰ってきます。様々の
方々とのふれあいを通し、人と、地域と
かかわることの好きな子どもに育ってほ
しいと願っています。サニーヒルズの皆さ
ん、宅老所の皆さんありがとうございます、これからもよろしくお願いし
ます。

瑞浪市民図書館だより
《7 月 22 日 大川区祇園祭》
今年も晴れてよかった！八王子神社境
内には元気なちびっ子たちがたくさ
ん。みんなお祭りを楽しんでたよ。
大川名物(?)カモの串焼きや屋台のベ
ビーカステラ、美味しかったぁ～。

オススメ！ 陶分室の本
「見えない私の生活術」新納季温子：著
視覚に障がいがあり「見えない」作者が、何を感じ、どう生活しているか…
等身大の文章は、私たちに「見えない世界」を身近に感じさせてくれます。
前向きで力がもらえる 1 冊。
6 月の陶分室
●貸出人数：23 人

すえっこくん

●貸出冊数：108 冊

おでかけスケジュール

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♥

●8 月 4 日(金)美濃源氏七夕まつり ゆるキャラステージ（18：30～19：00）-瑞浪駅前ステージ
●8 月 6 日（日）クレイオブジェコンテスト ジュニアの部 表彰式（14：30～）-瑞浪駅前ステージ
●8 月 15 日（火）猿爪区 夏祭り -陶コミュニティーセンター前
●8 月 19 日（土）みずなみ瀬戸の里 納涼夏祭り！（17：00～）-みずなみ瀬戸の里
●8 月 25 日（金）お年寄りと子どもの夏まつり（9：30～11：30）-陶幼児園
《7 月 23 日土岐市夏祭り 夏トキッ！》
ミナモやモモちゃんたちと一緒にステージに立ったよ。
来年は、みんなと“すえっこ音頭”を踊れるといいな。

●8 月 26 日（土）どんぐり工房夏祭り（10：00～）-どんぐり工房
夏本番!! あちこちでの夏祭りやイベントにひっぱりだこのすえっこくん。みかけたら、声かけてね。

