
平成 29 年 11 月号 NO.465（平成 29 年 11 月 1 日発行）                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ ◇ ◆ ◇ 11月の誕生花＆花言葉…〔菊〕高貴、高尚、真の愛 ／ 11月の誕生石＆宝石言葉…〔トパーズ〕友愛、潔白、希望 ◆ ◇ ◆ ◇ 

※講 は公民館講座を表します。

 5 日㈰ ふれあい広場（受付 8：20～、開会 9：00～） 
 6 日㈪ 講らくらくピアノ④（10：00～） 
  講リンパ体操＆ｾﾙﾌﾘﾝﾊﾟﾏｯｻｰｼﾞ③（19：15～） 
 9 日㈭ ひなたぼっこの集い 
 10 日㈮ 講手作りコスメ講座（19：00～） 
 13 日㈪ 講リンパ体操＆ｾﾙﾌﾘﾝﾊﾟﾏｯｻｰｼ④（19：15～） 
 18 日㈯ 講だし活料理教室講座-洋-（10：00～） 
  陶与左衛門窯 蔵出し市 
 19 日㈰ 大やきいも大会 
  陶与左衛門窯 蔵出し市 
 20 日㈪ 講らくらくピアノ⑤（10：00～） 
  講リンパ体操＆ｾﾙﾌﾘﾝﾊﾟﾏｯｻｰｼﾞ⑤（19：15～） 
 25 日㈯ サロン一歩（9：00～11：00） 
 26 日㈰ 陶町民インディアカ大会 
 27 日㈪ 講手作りパンでカフェメニュー③（9：30～） 

 

 

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 16日㈭ 27日㈪ 

水上・大川 17日㈮ 28日㈫ 

 

 

 

 
10月 14日に中津川市で開催された東濃地区中学校
駅伝大会で見事Ｖ２を達成し、11 月 11 日に開催さ
れる県大会への出場を決めた瑞浪南中。今回メンバ
ーで活躍した陶町出身の福岡鉄太さん、東川礼憧さ
ん、堀 瑠星さん、安藤太一さん。中でも受験勉強
と部活動を両立してがんばる陸上部の福岡鉄太さ
んと東川礼憧さんにインタビューしました。 
 
●福岡鉄太さん 

「今回の東濃地区中学校駅伝では二連覇がかかる大会で、少々
の不安がありましたが、今までの練習や仲間、指導してくださ
った先生方を信じて臨みました」と打ち明けてくれた福岡さ
ん。今回は陸上部以外のメンバーで構成されていたこともあ
り、経験者だった福岡さんがリーダーシップを発揮しチーム
を牽引。二連覇という輝かしい成績を修め、区間賞をとる活
躍ぶり。しかし、受験勉強と部活動の両立は大変では？の問
いに、「部活動に真剣に取り組むことで忍耐力がつき、その忍
耐力を以って学業にも専念しています。部活で培った忍耐力

は、これからも活かしていけると信じています。」と語ってくれま
した。11 月は 11 日に山県市で開催される県大会、19 日に二連覇のかかる中仙
道駅伝への出場を控えています。「練習すれば結果はついてきます。全力を尽く
して頑張りたい」と意気込む福岡さん。今後の活躍にも注目です。 

 
●東川礼憧さん 
この駅伝では１区を任された東川さん。その責任は重大だ

けど“絶対に勝つ！”という意気込みでレースに臨んだそう
です。駅伝経験の無いメンバーには、リラックスできるよう
に声かけを心がけたとのこと。その成果もあり、優勝という
結果に繋がったのではないでしょうか。「勉強と部活の両立
はなかなか難しいけど、でも気合を入れてがんばります」と
語ってくれました。中仙道駅ででは区間賞を目指している東
川さん。万全の体調で区間賞を、そして優勝を勝ち取ってく
ださいね。 

 
陶でがんばる輝く子供たち。皆さんで応援していきましょう。 
 

投てき競技で活躍 期待の中学一年生 水野 歩さん 

昨年全国小学生陸上競技交流会でジャベリックボール投げに出場。今年中

学に入学してから砲丸投げに取り組む水野さん。東濃地区中学生新人陸上

競技大会で 2 位入賞、岐阜県中学生新人陸上競技大会で 3 位入賞の成績

を修めました。オフシーズンの現在は、特に筋トレに力を入れ鍛錬の日々

を過ごしているとのこと。来シーズンの活躍が楽しみです。 

 第 42回陶町文化祭／第 26回サニーヒルズ祭 

ご来場・ご協力 ありがとうございました！ 

10 月 14 日(土)・15 日(日)、第 42 回陶町文化祭が陶公民館にて、10 月 15 日

(日)には第 26 回サニーヒルズ祭がサニーヒルズみずなみにて開催されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サニーヒルズ祭はあいにくの雨でしたが、屋内ステージで芸

能の部が開催。すえっこくんのすえっこダンスを皮切りに、

陶幼児園のうたとリズム、コーラス、ギター＆マンドリンの

演奏。日本舞踊や歌謡ショーと町民の方の出演による色々な

演目が披露されました。屋外にはバザー店舗がたくさん。 

瑞浪南中の生徒さん達もボランティアで頑張ってくれました。 

 

 

 

 

 

文化祭には約 600 人の方が、サニーヒルズ祭には約 550 人の方が訪れました。 

参加者、出演者、出展者の皆さんがそれぞれに楽しめるイベントになったのでは

ないでしょうか。地域の皆さん、各団体の皆さんなどの多大なるご協力により、

今年も盛大に開催することができました。ご協力ありがとうございました。 

 

 

さあクリスマス♪   

 

ジングルベルの鐘の音が聞こえてくる 12 月、陶公民館で「あ・うんコンサー

ト」を開催します。今回は座って静かに聴かなくてもいいコンサート！小さなお

子さんから大人まで、当日は簡単な楽器を手作りして、会場のみんなで“ミニオ

ーケストラ”の演奏とピアノ＆フルート＆チェロの調べを楽しみましょう。 

皆さんのお越しをお待ちしております。 

 

■開催日：12 月 10 日（日） 

■ﾀｲﾑﾃｰﾌﾞﾙ  

13:00～開場 

13:15～15:15 楽しく楽器作り&クリスマスファミリーコンサート 

■出演者：〔ピアノ〕愛知としこさん、〔チェロ〕白石朋広さん、 

〔フルート〕安藤よしのさん 

■会場：陶公民館 多目的ホール 

■料金：未就学児 無料、小・中学生 500 円、高校生以上 1,000 円 

チケット販売の案内は改めてお知らせします。 

■プログラム： 

珠玉のクラシック曲演奏／音楽クイズ／みんなで演奏ミニオーケストラ 

（※内容は変更する可能性があります） 

“すえっこくん”とエルーデキッズのゆるキャラ “おんよくん”も来場します！ 

陶町の人口動態（10/1 現在） 増 減 

世帯数 1,438 世帯 +1 

人 

口 

男 1,582 人 ±0 

女 1,820 人 ±0 

計 3,402 人 ±0 

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 

November 

文化祭展示会場となった陶公民館で

は、絵画、写真、手芸、書道など、町

民の皆さんの力作が並び、訪れた方の

目を楽しませていました。 

 

おめでとう 

あ・うんコンサート開催のお知らせ 

子育て応援団“エルーデキッズ”のゆるキャラ 

“おんよくん” 

ここにもキラっと☆ 



 ７．猿爪川に架かる石橋 
 猿爪本町の「新星」さんの角を曲がり新町方

向に向かうと、まもなく猿爪川に架かる石橋が

あります。 

 長さ約 4.5m、幅 30cm、厚さ 50cm の切石を 6

本並べる（6 本橋）という大変珍しい構造の橋

です。したがって、橋の幅は 1.8m、長さは 4.5m

ということになります。 

 この道は、その昔、猿爪の中心地（旧道沿い）

からから天神さん・宝昌寺、更には阿妻・三河

へ向かう大切な道でした。 

 石の横側（西側）に「寄進者 馬連中」とし

て寄進者の名前が刻印されていますから中馬

街道の馬引きで生計を立てていた猿爪地区の

馬引き仲間が寄進したものと思われます。 

 ところで、猿爪川は東町金蛇入り池から猿爪

の街中を抜けて水上舟ケ元地区を通り小里川

ダムに注いでいます。 

ではいったい、東町金蛇入り池から小里川ダ

ムまでの間、約 5kmにいくつの橋が架かってい

るのでしょうか？調べてみました。 

＜㊟川の水が土管等で地中を流れる場合も、個人的な橋もカウントしました＞ 

答えは 39です。街中を抜ける小さな川なので、大小含めるとびっくりするくらい

数多くの橋がかかっているのです。 

 

 

走った! 笑った! 汗かいた! 陶寿大学運動会～with 陶幼児園児＆陶児童館～

10月 19日(木)、陶寿大学運動会が陶児童館で

開催。33名の生徒さんが参加しました。当日は

陶幼児園の園児のみなさん、児童館に来館した

親子連れ、宅老所の方も一緒に参加していただ

き、会場はたくさんの人で賑わいました。 

 

大玉ころがしやピンポンリレー、幼児園の園

児たちの元気な応援に応えてがんばる寿大学

の生徒さん達。パン食い競争には幼児園の園

児や見学に来てくれた皆さんも競技に参加。

風船割りリレーではなかなか思うように風船が割れずに、悪戦苦闘。競技を無事に終

え結果はなんと同点に！ たくさん笑って、たくさん運動して楽しんだ一日になった

のではないでしょうか？ 

 

 
市社会福祉協議会陶支部、地元長寿会などの皆さんが 6 月に植えたさつま芋が収穫時期を

迎え、10月 14日、芋ほり大会が陶町東町の畑で行われ、57名の参加者が芋ほりを楽しみ

ました。収穫までには苗が枯れたり草刈作業があったりと苦労もありましたが、協力団体

の皆さんは楽しむ子供たちの姿を見て苦労も吹き飛んだ様子。子供たちはスコップで丁寧

に芋を掘り起こし、出てきた芋の姿に一喜一憂。おうちに

持ち帰ってどうやって食べようか、おいしそうだね、と皆

さんとても喜んでいました。 

★この日、取れた芋の重さを競う“いも大賞”の結果は次

のとおりです。 

１位 小木曽大河君（1,416ｇ） 

２位 西尾留奈さん（1,364ｇ） 

３位 鈴木陽菜さん（1,230ｇ） 

 

すえっこくん みぃつけた!! 

 

 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

寿大学のおじいさん、おばあさんと運動会！ 
 10 月 19 日（木）、児童館の遊戯室で、寿大学のおじ

いさん、おばあさんと一緒に運動会を楽しみました。幼

児園は代表でばら組が参加しました。 

 大玉ころがしや魚釣りゲーム、パン食い競争など園の

運動会とはまた一味違った楽しみがあり、子どもたちは

大満足でした。何よりも、おじいさん、おばあさんが、

子どもたちをいっぱい褒めて、認めて、拍手してくれた

ので自信にも繋がったようです。 

サニーヒルズ祭がんばったよ！ 
 15 日（日）、４・５歳児がサニーヒルズ祭に参加させ

ていただきました。大勢の人を前に緊張気味の子どもたち

でしたが、運動会でがんばったリズムや歌を元気に披露す

ることができました。お客

さんに拍手をしていただい

たり、「上手やったよ！」と声をかけて頂いたりしてうれ

しそうな子どもたちでした。 

いろいろな行事を通して、陶の地域の皆さんとの温か

いふれあいがうれしい幼児園の子どもたちです。 
 

 

土のう作り体験教室「やっぱり実践が大事･･･」 

10 月 23日、陶町明日に向って街づくりセーフティーネット部

会による土のう作り体験教室が陶コミュニティーセンターで開

催され、陶町民をはじめとした約 50 名の参加者が土のう作りを

体験しました。 

砂を袋につめて土のうを作り、実

際に水を流し堰きとめられるのか

実践。土のう作りり、土のうの積

み方を体験した皆さんからは「実際にやってみてよかった」

「今後、災害が起きたときには役立てたい」との感想があが

っていました。 

できた土のうは、各地区に持ちかえっていただき、いざとい

うときに利用できるように設置していただくことになりました。 

 

瑞浪市民図書館だより 

オススメ！ 陶分室の本 

「あじのひものとビーフステーキ」大杉 正明：著 

 ＮＨＫの英会話講座やラジオ深夜便でお馴染みの大杉先生の、英語自叙伝。読めば

「英語を勉強したい」と思うこと間違いなし！ユーモアたっぷりの本です。 

9月の陶分室  ●貸出人数： 26人  ●貸出冊数： 101冊 
 

 

 

すえっこニュース 陶幼児園より 

 

ほり おうが さん 
「うんどうかい、がんばるぞ！」 

やまもと かのん さん 
「しょしょしょじょ～じ！」 

おおた はると さん 
「おばけ～！かささしてる」 

「おはよ～ございます」 

陶幼児園ではあいさつを大切にしています。

朝から気持ちよく挨拶ができると元気もでま

す！子どもたちにも地域の皆さんに挨拶をす

るよう話してありますので、子どもたちを見か

けたら気持ちの良い挨拶で応えてあげてくだ

さい。 

  

《15日 サニーヒルズ祭》 
あいにくの雨だったけど、みんなとステー
ジで踊ったり、写真をたくさん撮って楽しか
った！ 
バザーでお買い物もしたかったけど、外は
雨だったから今回はちょっとガマンしたよ。 

すえっこくん 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。 
●11月 5日(日)ふれあい広場（9：00～） -陶小学校グラウンド- 
 この日はすえっこくんの誕生会をします。みんなきてね！ 
●11月 18日(土)ゆるキャラグランプリ 2017 決戦投票（10：00～15：00） 
-ナガシマリゾート- 
●11月 19日(日)大焼き芋大会（10：00～）-おばあちゃん市・山岡- 

すえっこくんを見つけたら一緒に写真を撮ろう！ 
※スケジュールは変更する可能性もありますこと、ご容赦ください。 


