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陶町の人口動態（9/1 現在）
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〒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

FAX

◆ ◇ ◆ ◇ 10 月の誕生花＆花言葉…〔バラ〕愛 ／ 10 月の誕生石＆宝石言葉…〔オパール〕希望・潔白・無邪気 ◆ ◇ ◆ ◇
※講 は公民館講座を表します。

1 日㈰ 陶与左衛門窯・窯出し
水上神社秋季例大祭
2 日㈪ 講 らくらくピアノ①（10：00～）
4 日㈬ 講 秋の寄せ植え講座（19：00～）
8 日㈰ 八王子神社秋季例大祭
13 日㈮ 陶町教育講演会(開演 10：40～)
14 日㈯ 陶町文化祭（9：00～20：00）
社協 いもほり大会(10：00～)
15 日㈰ 陶町文化祭（9：00～）、サニーヒルズ祭（10：00～）
16 日㈪ 講 らくらくピアノ②（10：00～）
講 リンパ体操＆ｾﾙﾌﾘﾝﾊﾟﾏｯｻｰｼﾞ①（19：15～）
18 日㈬ 講 だし活 -和-（10：00～）
19 日㈭ 陶寿大学 大運動会（10：00～）
20 日㈮ 講 ハーバリウム講座（19：00～）
22 日㈰ 猿爪天神社秋季例大祭
23 日㈪ 講 リンパ体操＆ｾﾙﾌﾘﾝﾊﾟﾏｯｻｰｼﾞ②（19：15～）
防災・減災ステップアップ教室 土のう作り体験教室(19:00～）
28 日㈯ 講 枇杷の葉染め講座（14：00～16：00）
29 日㈰ 小里川ダム湖周ウォーキング（9：30～15：30）
30 日㈪ 講 らくらくピアノ③（10：00～）
講 手作りパンでカフェメニュー②（9：30～）
講 リンパ体操＆ｾﾙﾌﾘﾝﾊﾟﾏｯｻｰｼﾞ③（19：15～）

地 区
猿

爪

水上・大川

資源ごみ

不燃ごみ

16 日㈪

25 日㈬

17 日㈫

26 日㈭

※紙類は資源ごみの
日に回収します。

●陶町文化祭（展示の部）…10 月 14 日㈯・15 日㈰
陶幼児園、陶小学校、瑞浪南中学校の皆さんの作品展
示、編物作品、書写、書道、生け花、木彫、手芸作
品、水墨画、陶芸作品、写真、絵画、陶公民館講座の
紹介 など。
みんなきてね

●サニーヒルズ祭…10 月 15 日㈰
ステージ：陶幼児園ダンス、舞踊、コーラス、ギターマンドリン、お囃子保
存会披露、フォークダンス など。
バザー：トン汁、新鮮野菜、新米、もち米、パン、クッキー、カモ串焼き、
焼き鳥、綿菓子、野点、など。

★10 月 15 日(日)は、
陶町内各所 ⇔ 陶コミュニティーセンター ⇔ サニーヒルズ
間にてシャトルバスの運行あり。

以下の講座を開講します。詳しくは別紙回覧及び案内にてご確認ください。
●だし活 –和-（講師：日比野朱美先生）
開講日：10 月 18 日㈬10 時～13 時 会場：陶公民館 調理室
●ハーバリウム講座（講師：福井 恵子先生）
開講日：10 月 20 日㈮19 時～21 時 会場：陶公民館 研修 1
●枇杷の葉染め講座（講師：名倉 孝子先生）
開講日：10 月 28 日㈯14 時～16 時 会場：陶公民館 調理室
※申込み方法、費用などのその他詳細については別紙回覧の開講案内を参照
ください。

受講申込み、お待ちしています！

●伊藤由員さん -ねんりんピック出場●加藤明代さん -結婚相談員“素敵な出会いのお手伝いを…”との思いで、瑞浪市に
は６名の結婚相談員さんがいらっしゃいます。その中の
一人陶町水上在住の加藤さんは、今回結婚相談員として
５期目を勤められることになりました。月 3 回の相談業
務をされ、数々の“ご縁”を結んでいらっしゃいます。
「最近は男性が消極的だったり、すぐには本音を語って
くれなかったりします。中にはご本人より親御さんが熱
心な場合もあって…。
」と、大変なことも。
「大変ですが、ご結婚に繋がりお子さんができた等の知
らせを聞くと嬉しいですね。
」と笑顔で話してくれました。これからも、長年培
った経験を活かし、瑞浪市内や陶町に新しい家族やご夫婦が増えるよう、地元の
活性化のために活躍をしてくださるのではないでしょうか。

平成 29 年度 陶町ナイター野球 最終結果
今年度の陶町ナイター野球の熱戦が終結しました。結果は以下のとおりです。
●優勝

陶東会

●準優勝 水龍

●３位 トロピカル

スポーツと文化の祭典“ねんりんピック”が 9 月 9 日～12 日、
秋田県で開催され陶町猿爪在住の伊藤由員さんがゴルフに出場。
ゴルフ暦 55 年の伊藤さんは、グランドシニアゴルフ選手権で
優秀な成績を修め、今回のねんりんピック
に岐阜県代表として出場されました。
岐阜県ゴルフ連盟の競技委員を務められ、
プロにも並ぶ実力をもつ伊藤さん。
「ゴル
フは礼儀を身につけることができ、またメンタル面を強く
するスポーツです。そして、自分自身と向き合い、一人で
も楽しむことができるスポーツでもあります。“ゴルフの
まち瑞浪”と謳っているこの町で、子供の頃から親しめる
《大会会場にて》
ように、まずはゴルフというスポーツを楽しんでほしい」
と熱く語ってくれました。今後もゴルフの奥深さを追求し、生涯現役でプレイし
ていきたいとのことです。

11 月 5 日（日）にふれあい広場を開催します。会場では皆さんにとん汁をご用意し
ていますが、その際に材料となる野菜がたくさん必要です。

みなさん、是非ご協力ください！！
野菜は、里芋、白菜、人参、大根、キャベツ、ゴボウ、長ネギ
11 月 2 日(木)までに、陶公民館までお届けください。

６.秋祭り

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。

10 月になると水上神社、大川八王子神社、猿爪天
神社の順に秋祭り（秋季例大祭）が行われます。
猿爪天神社の大祭は、以前は 9 月 25 日（毎月 25 日
は「天神さんの日」で菅原道真公の御誕生日である 6 月
25 日と薨去（こうきょ）された 2 月 25 日に由来）に行

われていましたが、台風と重なることが多く 10 月に
変更になりました。10 月に変更したものの雨の日が
多いのは道真公の涙か。最も天神さんは雷雨の神様でもありますが…。
陶の神社の歴史は古く、天神社は、前身の北野神社が天文十六年（1547 年）創
立といわれており、猿爪村は明知遠山領の時代です。この年は松平竹千代（後の徳
川家康）が人質として駿府の今川へ向かった年です。水上神社は、前身の諏訪神社
に慶長二年（1597 年）再建の棟札が残っています。豊臣秀吉の側近である森氏に
よる支配の時期です。この年は豊臣秀吉による 2 度目の朝鮮出兵（慶長の役）が
ありました。八王子神社は、元禄十四年（1701 年）再建の棟札が残っています。
天領の時代で笠松の代官による統治の時代です。この年は忠臣蔵の序章 江戸城松
之廊下で刃傷事件が起こりました。いずれの神社も 300 年以上の歴史をもつ由緒
ある神社です。
私たちの祖先は、農作物の実りに対する感謝の儀式としての秋祭りを、収穫物・
酒などを持ち寄り細々と行っていました。そのうちに村人の娯楽という面も加わ
り、村芝居・俵あげなどの催しも行われるようになっていきました。村人はそんな
祭りを長い間守り伝えてきました。秋祭りは、今後も形を変えながらも創意と工夫
で、人が住んでいる限り、続けられていくことでしょう。

たいこ、さいこ～！
ひろせ はると

こまいぬまつりにいったよ！
みずの こうだい
こまいぬまつりにいったよ！
みずの こうだい
こまいぬまつりにいったよ！
みずの こうだい

えほんだいすき！
ながい りの

えほんバスがきたよ！
はしば ゆいか

どれにしようかなぁ！
ほった さわ

すえっこニュース
8/31(木) ミニゴルフ大会

長寿会の皆さんと稲津町にある寿楽荘でミニ
ゴルフ大会を開催。この日は“ホールインワン”もあり場内は大盛り上がり。残
暑の厳しい日でしたが、参加者の皆さん元気にミニゴルフを楽しみました。
さてさて、気になる成績は…？
男性の部
女性の部
優 勝

加藤良平さん

西戸紀子さん

準優勝

高見富夫さん

大沢萩枝さん

３ 位

景山英夫さん

小木曽夏江さん

たのしいえほんみ～つけた！
ないとう そうた

陶幼児園より

「おまつりたのしかったね！」
8 月２５日(金) 毎年恒例になりました『お年寄りと
こどものつどい』夏まつりが幼児園にて地域の皆様のご
協力のもと盛大に開催されました。前日から地域の方が
来てくださり、テントを建てたり、たくさんの風船に手
紙をひもにつけるなど、暑い中準備をしていただきまし
た。
当日は、小学生や幼児園の親子で賑わいました。
各コーナーでは担当してくださるお年寄りの方々が、子どもたちに優しい言葉をかけてく
ださり、素敵なふれあいが所々で見られ、心がほんわかあったかくなりました。

☆ホールインワン：小木曽夏江さん

9/15(金) 日帰り研修

えほんがいっぱい！
あさい みさき

祭りの終わりには恒例の風船飛ばしを

さあ、バスに乗って日帰り研修に出発！

今回の日帰り研修は、初の愛知県知多方面に。
“えびせんべいの里”の工場見学、
“半田空の科学館”
ではプラネタリウムの美しい星空に息をのみ、お昼は
名物の“大えびフライ”を堪能。

行いました。
「🎶３６５日の紙飛行機」を
BGM に、子どもたちの思いを乗せて飛
んで行った風船たち・・・、その数日後、
神奈川、山梨、静岡などから返事をいた
だきました。どの手紙にも子どもたちへ
の温かい言葉が記されており、またまた
心がほっこり～。風船を通して、今年も

色々な場所を訪れ、皆さん充実した
一日を過ごされました。

温かい交流ができました。
陶の皆さんのあたたかさに支えられ、子どもたちはとても幸せです。

館内清掃ボランティア
今年もありがとうございました

すえっこくん みぃつけた!!

瑞浪市民図書館だより

《23 日 陶小学校運動会》
その他、8 月 26 日どんぐり工房夏祭
り、9 月 2 日中仙道チャリティー夏祭
り、9 月 3 日東濃ぐるりん観光イベン
ト、9 月 24 日みずなみ陶器まつりにも
参加したよ。

すえっこくん

8 月 29 日㈫に県立恵那南高校の生徒さんが陶
公民館の清掃に来てくれました。
主に調理室を対象に、約
一時間の作業で床やスリ
ッパをきれいに磨いてく
れました。毎年この時期
に清掃活動に訪れてくれ
る生徒の皆さん。本当にありがとうございました。

《24 日 陶与左衛門窯まつり》
六連房の登り窯、たくさんの作品が焼き
あがるよ。今年は晴天でよかったね。

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。
●10 月 15 日(日)サニーヒルズ祭（10：00～15：00）-サニーヒルズみずなみ
すえっこくんを見つけたら一緒に写真を撮ろう！待ってるよ。

オススメ！ 陶分室の本
「ちょっと気のきいた大人のたしなみ」下重 暁子：著
エッセイストの下重さんが様々な雑誌で掲載したコラムをまとめた１冊です。大人
らしくて、ちょっと「いいな」と思えるものを軽い語り口で書かれています。
８月の陶分室 ●貸出人数： 26 人 ●貸出冊数： 118 冊
読書の秋を満喫してみませんか？
陶コミュニティーセンター２階の陶分室には、絵本や小説、実用書など幅広いジャ
ンルの本を取り揃えています。みなさんお気軽にお立ち寄りください。
開館時間 平日 8 時 30 分～17 時 15 分

