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◆ ◆ ◆ ◆ 12月の誕生花＆花言葉…ユリ〔威厳・純潔・無垢〕 ／ 12月の誕生石＆宝石言葉…トルコ石〔成功・繁栄・不屈〕◆ ◆ ◆ ◆ 

※講 は公民館講座を表します。

 2日㈯ 講簡単シュトーレンとハイビスカスゼリー（10：00～12：30） 

 3日㈰ 清掃奉仕作業（8：00～9：00） 

 4日㈪ 講らくらくピアノ（10：00～） 

 9日㈯ 講男のええ加減料理教室（10：00～13：00） 

 10日㈰ 陶町 あ・うんコンサート（13：00～開場） 

 11日㈪ 陶寿大学 クリスマス会（10：00～） 

 13日㈬ 講おせちランチ（10：00～13：00） 

 23日㈯ サロン一歩（9：00～11：00） 

 24日㈰ 講クリスマスケーキ作り（13：00～15：00） 

 27日㈬ 講迎春アレンジメント（19：00～21：00） 

 

 

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 14日㈭ 21日㈭ 

水上・大川 15日㈮ 22日㈮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11 月 19 日(日)、第 64 回中山道東濃駅伝が

開催。瑞浪南中陸上クラブ S チームが土岐小学

校～多治見市役所までの 19.0km の 5 区間を襷

でつなぎ見事２連覇を達成しました。今年は稲

津町出身と陶町出身の選手でのチーム編成。陸

上経験豊かな陶町出身の 2・3 年生が、稲津町

出身の 1 年生を支えながら勝ち取った優勝で

した。 

東川礼憧さん（3 年）、福岡鉄太さん（3 年）

らが区間 1 位と健闘。主将の安藤太一さん（2

年）、澤井昴希さん（1 年）は区間 2 位、山崎柊

太郎さん（1 年）は区間 3 位とそれぞれが好成績。 

皆さん連覇のプレッシャーもあったと思いますが、先輩の想いを引き継ぎ、

新メンバーとの絆と共に、瑞浪南中として新たな歴史が刻まれた大会になった

のではないでしょうか。 

 陶町 あ・うんコンサート 

0歳から大人まで一緒に楽しめるクラシックコンサート 
 

寒い季節にあたたかい気持ちになれる、とっておきの曲をご用意しています。 

〔日 時〕 12 月 10 日(日) 

         開場 13：00 オリジナル楽器作り 13：15～ 

         開演 14：00～15：15 

〔会 場〕陶コミュニティーセンター 多目的ホール 

〔出 演〕愛知とし子（ﾋﾟｱﾉ）／安藤よしの（ﾌﾙｰﾄ）／白石朋広（ﾁｪﾛ） 

〔入場料〕高校生以上 1,000 円／小・中学生 500 円／未就学児 無料 

 

〔演奏曲目〕ジングルベル、くるみ割り人形、幻想即興曲、キラキラ星変奏曲、 

星に願いを、ハンガリー舞曲第 4 番 他 多数 

 

★出演者と観客が一緒に楽しめるコンサート。 

★音楽クイズや音あてクイズもあります。すえっこくんも登場！ 

★座席の数に限りがありますので、チケット購入はお早目に<(_ _)> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【選手紹介】 

1 区 東川 礼憧（3 年）① 

2 区 安藤 太一（２年）② 

3 区 澤井 昴希（１年）② 

４区 福岡 鉄太（３年）① 

５区 山崎柊太郎（１年）③ 

※○の数字は区間順位 

陶町の人口動態（11/1 現在） 増 減 

世帯数 1,439 世帯 +1 

人 

口 

男 1,580 人 -2 

女 1,821 人 +1 

計 3,401 人 -1 

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 

December 

 
11 月 5 日(日)、陶小学校グラウンドにて 「第 31 回 ふれあいひろば」が開催され、幼児から大人まで、陶町民を中心とした陶

にゆかりのある幅広い年齢層の人たちが参加。みなさん元気な姿をみせていました。 

会場では今年初お目見えの乗馬体験やストラックアウトをはじめ、定番の長靴投げ、豆つかみ、幼児ゲームコーナーなどで参加

者は楽しんでいました。特に地区対抗の綱引きと 42.195km を地区ごとバトンで繋いで走る“絆マラソン”は、地区の団結力が活か

される競技。綱引きは男女別で猿爪・水上・大川、と総当り戦。絆マラソンでは、幼児から 78 歳まで述べ 201 名が参加。

42.195km を 2時間 30分 40秒で完走しました。 
乗馬コーナーは 

今回初！ 

絆マラソン記録 2 時間 30 分 40 秒 延べ 201 名参加 

総合優勝 

猿爪地区 
～ビンゴ景品・野菜等 ご提供ありがとうございました～ 

 ビンゴゲーム景品提供  ㈱クラウンカントリー様、東濃カントリ

ー倶楽部様、西田屋製菓舗様、中新製菓㈱瑞浪工場様、大

川営農組合様、加藤公一様、陶町明日に向って街づくり推進

協議会様 

 野菜提供  佐藤秀明様、河野信夫様、安藤順子様 

天候にも恵まれ、たくさんの方々のご協力のもと、盛況に終えることがで

きました。 おにぎり提供（ニコニコ会様）、とん汁提供（陶町街づくり様）、

風船の用意（社協陶支部様）、ボランティア（瑞浪南中学生徒さん 26 名、

瑞浪高校生徒さん6名）、グランドゴルフ（長寿会様）、陶子連様、体協・体

育委員の皆様。多大なご協力ありがとうございました。 

メッセージをつけた風船、350個は勢いよく青空へ。静岡県から2件

“風船ひろいましたよ”と、連絡をいただきました。 

中山道駅伝２連覇！ 瑞浪南中陸上クラブ S (男子) 
料理好き男子集まれ～(*^_^*) 

今年のクリスマス、家族に知人に日々がん
ばる自分に振舞ってみてはいかが？ 
 
〔日時〕 12 月 9 日(土)10 時～13 時 
〔会場〕 陶公民館 調理室 
〔参加費〕（材料費として）500 円 
〔講師〕中京学院大学短期大学部の学生さん 
 
〔メニュー〕 
・鶏もも肉のクリームシチュー 
・オーブンでグリル 根菜たっぷりサラダ 
・フランスパン ～サーモンディップ添え～ 
・りんごの簡単ケーキ 
 

申込み・問合せは陶公民館まで 
電話 65-2112 



フォトコンテスト作品募集 

昭和 41年の開校以来、51年間にわたり陶町の子供たちを見守ってきた陶

小校舎とグラウンド。陶小学校が旧陶中学校跡に移転のため、みなさんとお

別れすることになりました。 

そこで、お世話になった感謝をこめて思い出の校舎及びグラウンドのフォ

トコンテストを開催いたします。みなさん、ふるってご応募ください。 

 

◆応募規定◆ 

・応募資格は問いません。 

・被写体対象は陶小学校敷地内のもの限定とします。校舎は外観のみとし、校舎内は立

ち入り禁止（但し、中央玄関内のみ可）。人物はプライバシー保護・肖像権の観点よ

り最大限の配慮をお願いします。 

・応募作品はＬ判ｻｲｽﾞで印画紙にプリントし、裏側に受付番号を書き込み、応募用紙添

付の上、陶コミュニティーセンターに提出してください。 

・応募点数はお一人３点まで、入賞は一人１点とします。 

 

◆応募締め切り◆ 平成 29 年 12 月 15 日(金) 必着 

◆賞（予定）◆ ★最優秀賞１点 ★優秀賞２点 ★入賞７点 

 

※応募用紙は陶コミュニティーセンターにあります。 

※審査方法、注意事項、応募先など詳細につきましては応募用紙に記載して

あります。 

《応募用紙、応募に関する問合せ先》 

陶小移転準備委員会フォトコンテスト係（陶コミュニティーセンター内） 

☎0572(65)2111  

 

 ８．陶の位置 
 陶は旧陶中学校の位置で

東経 137 度 22 分、北緯 35

度 19 分の位置にあり日本

のほぼ真ん中です。 

 日本には、日本のへそ（真

ん中）を名乗る自治体が栃

木県佐野市、兵庫県西脇町

など数ケ所数あります。岐

阜県関市もその一つで、地

理的要件に人口を加味した

人口重心の位置にあたると

いうことで「日本のへそ」を

名乗っています。 

 陶もほぼ真ん中に位置し

ますので「日本のへそ」を名

乗ってもいいかもしれませ

ん。屁理屈は？？いい案が

ありましたら連絡してください。 

 一方標高は、最も低い所が川折と大川の境で 270mです。大川交差点は 365m、吹越交

差点は 515m です。そして、最も高い所が猿爪の高戸山（たこうどさん）で 648m、大川

の浅間山は 610m です。 高山市街地の標高が 570m ですので、陶の人が天気予報で高

山を参考にするのも頷けます。また、美濃三河高原のほぼ頂きに位置しますので、各

川は源流を町内に有し水は清らかです。（かっては陶で使う水道水は陶でまかなってい

た。） 

気候は、内陸性及び高地性の気候で気温の差が大きく、冬には最低温度-10度以下に

なる日もしばしばあります。これは地勢の関係から冬期に降雪日が少なく、晴天が続

き放射冷却により気温が下がるためであり、このことを利用して隣の山岡町では寒天

づくりが行われているのです。 

陶は、日本の真ん中に位置すること、源流を有する事、夏でも夜は涼しい事、冬の寒さ

などを強みとして活かす工夫・考え方が求められています。 

 

 

 

 

〔開催日〕平成 30 年 2 月 4 日（日） 

〔場 所〕駒ヶ根高原スキー場（長野県駒ヶ根市赤穂 5-879） 

〔参加費〕中学生以上 3,000 円  小学生以下 2,000 円 

〔申込み期日〕平成 30 年 1 月 5 日（金） 

★リフト券団体割引あり 

★レンタルスキー・ボード、レンタルウエアあり 

★地元コーチによるスキー又はボードレッスンあり（希望者のみ） 

 

申込み方法、詳細などについては、後日改めてチラシにてご案内いたします。 

ご家族、お友達、皆さんお誘いあわせのうえ参加ください。 

 

 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ひなたぼっこの集いに参加させてもらいました！ 

11 月 9 日（木）に陶コミュニティーで開催された、ひな

たぼっこの集いに 3 歳児ちゅうりっぷ組と 4 歳児すみれ

組が参加させてもらいました。 

5 歳のお兄さん、お姉さんがいなかったので少し緊張し

てしまうのではと心配していましたが、ちゅうりっぷさん、

すみれさんの何ともいえない可愛らしさと、人なつこさで

乗り越えてくれました。大勢のおじいさん、おばあさんを

見て手を振る余裕の子もいたくらいでした。 

 肩たたきでは、あたたかさや心地よさを感じることがで

き、子どもも大満足となりました。肩たたきの会話の中で

「あんたはどこのお孫さん？」とおばあさんに聞かれ「す

みれ！」（クラスの名前）と元気

よく応える子どもに「ほぉ～か

のぉすみれさんとこのお孫さん

かね、すみれさんってどこの方やったね？」と隣のおばあさ

んに…これがしばらく続くという、なんともほほえましい

光景でした。たくさんの拍手をもらい自信満々で幼児園に

帰ってきました子どもたちでした。 

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。 

 

●○●○●○ 清掃奉仕作業 ご協力のお願い ●○●○●○ 

陶町内主要道路を中心に清掃奉仕作業を行います。作業内容はゴミ拾いなど簡単な作業

です。皆様、ご協力よろしくお願いします。（主催：陶町明日に向って街づくり推進協議会） 

〔実施日時〕平成 29 年 12 月 3 日(日) 8 時から 9 時 

〔集合場所〕大川地区 喫茶『カトレア』前 県道広場 

〔駐車場〕羽柴コーポレーション（旧ヤマカ食品）前、大川石油跡地 

※案内看板に従ってください。 

〔持ち物〕 軍手、火バサミ ※ゴミ袋は支給します。 

〔主な清掃箇所〕国道 419 号線沿い、363 号線沿い、県道 20 号線沿い、 

メロディー橋～ダム入り口近郊 など。 

瑞浪市民図書館だより 

オススメ！ 陶分室の本「だから昆虫は面白い」丸山宗利：著 

 世界中の美しい昆虫や変わった形の昆虫が大集合。実物大で鮮明な写真を楽し

めます。また、同じ種類の昆虫がいくつも並べて載っているので、比べてみるのも楽しい

ですよ！       

10月の陶分室  ●貸出人数： 21人  ●貸出冊数： 94冊 

 

すえっこくん みぃつけた!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すえっこニュース 陶幼児園より 

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。 

●12月 10日(日)陶町あ・うんコンサート（13：00～） - 陶ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ - 
 お友達のゆるキャラ“おんよくん”とコラボステージ。みんなで楽しもう！ 
●12月 17日(日)バサカニ 2017（11：00～） - 瑞浪駅周辺 - 
※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。 

 
【10 月 29 日かえでまつり】 

11 月 19 日 Happy Birthday すえっこくん！ 

【11 月 5 日ふれあいひろば】 

【11 月 18 日】 

ゆるキャラグランプリ決戦投票 

応援ありがとうございました。 

すえっこくんは 681 キャラ中 

390 位でした。 

【11 月 19 日大やきいも大会】 

かとう ほだか さん 
「ゴリラのおうち！」 

ながい じゅんき さん 
「きりん！みたよ～！」 

あきた みお さん 
「どんぐり、いっ～ぱい」 

寒い朝に…  陶幼児園の子どもたちは毎朝、すえっこタイムといって運動、体操をし

ています。ある寒い朝、すえっこタイムが終わると「なんか、からだがなつみたい！」と子

どもたち。ふと見ると厚着しているのは保育者だけでした。身体を動かすことはとても大切

…大人も見習わなければと反省しました。 


