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秋季

公民館講座

受講ありがとうございました

秋から年末にかけて開講した公民館講座。陶町内外の方、大人からお子さんまで、たくさ
んの方に受講いただきありがとうございました。この期間に開講した講座の様子を一部紹
介します。
だし活 -和・洋和だしを使った料理講座。和食コ
ースと洋食コースを開講。いちか
らだしをひき、だしを活かしたメ
ニューを調理。いつも大人気の講
座です。
ハーバリウム講座

第 45 回

色とりどりのドライフラワ
ーを澄んだオイルと共に瓶
詰めされたインテリア雑貨
です。好きな植物やドライ
フラワーを好みで入れてき
れいな作品ができました。

陶町新年マラソン大会＆健康ウォーキング 参加者募集

毎年恒例、お年寄りからお子様まで幅広い年齢層の方が参加できます。
健康づくりに、記録挑戦などなど…、自身の体力に合せて自由に走り・歩いて
ください。
◆開催日：平成 30 年 1 月 5 日(金)
受付 8 時 10 分～8 時 50 分、スタート 9 時 10 分
◆場 所：猿爪天神社 スタート＆ゴール
◆種 目：◎マラソン（2.1km）

シルクストール草木染め
枇杷の葉を使用して、天然植物の色を楽しむ草木染。
柔らかな色合いのすてきなシルクストールができあがり
ました。

部門（一般男子・女子・中学生男子・女子・小学生男子・女子）

◎健康ウォーキング（2.5km）
◆参加申込み：開催日当日に天神社境内にて受付けます。
◆参加費：無料
上位入賞者には豪華賞品を、参加者の皆様には参加賞をご用意しています。
陶小学校移転記念

第 54 回陶一周駅伝競走大会

参加者募集

今回の大会は、陶小学校校舎の移転を記念して開催します。陶
町をあげての大きな駅伝。今年も陶町民の皆さんを中心とし
て盛り上げていきましょう。
◆開催日：平成 30 年 2 月 25 日(日) 小雨決行
開会式…9 時 20 分、閉会式…12 時 30 分(予定)
スタート時刻…Ａコース 10 時 00 分、Ｂコース 10 時 05 分
◆会 場：陶小学校グラウンド
★現在陶町ホームページ『すえっこぽっけ（http://suechou.com）
』にて情報配
信中。コース詳細、参加申込み方法などを掲載していますので、そちらもご確
認ください。

陶公民館ギャラリー
瑞浪南中学校 新春

展

開催のご案内

瑞浪南中学校の生徒さんの力作が公民館ロビーに並びます。
お子さん、お孫さん、近所のお子さんの作品を是非ご覧ください。
◆開催期間：1 月 22 日(月)～1 月 28 日(日) 各日 9 時～17 時
◆場 所：陶公民館 1F ロビー 於

男のええ加減料理教室
中京学院大学短期大学部の
学生さんを講師として開講
した今回の講座。クリスマ
スが近かったこともあり、
ちなんだメニューに挑戦し
ました。野菜の切り方や炒め方などを教えていただ
いたり、普段経験したことの無いことに挑戦したり
と四苦八苦。それでも皆さんとても楽しそうに料理されていました。後日「奥さ
んに作ってあげたよ」、と報告してくれた参加者の方もいらっしゃいました。
中高年から始める らくらくピアノ
今回で 2 回目の開講となるこの講座は、初めて
の方も、継続して受講してくださった方も、各自
のレベルに合せた曲を選曲し、最終回にはミニ発
表会で演奏を披露。指の運動や脳の活性化にもな
ると、楽しく参加されていた皆さんでした。
その他にも、“シュトレーン作り”、“手作りコスメ”、“クリスマス寄せ植え”、お子さん対象の
“クリスマスケーキ作り”、“セルフリンパマッサージ”、“手作りパンでカフェメニュー”などな
ど、たくさんの講座を開講しました。新年あらたに、これからも皆さんに興味を持っていただ
ける講座を開講していく予定です。今後ともよろしくお願いします。

第 26 回

町民インディアカ大会

結果発表

11 月 26 日(日)、陶小学校体育館にて、第 26 回町民インディアカ大会を開催。
町内各地区の精鋭、男性 50 人、女性 39 人、計 89 人、14 チームが参加しました。

青少年育成町民会議の日程変更のお知らせ
平成 29 年度当初に配布しました「年間行事予定一覧」に掲載のある「青少年
育成町民会議」開催日程は下記のとおり変更となりました。
〔変更前〕
平成 30 年 3 月 9 日(金)

〔変更後〕
平成 30 年 3 月 11 日(日)午後～

詳細につきましては、後日改めてお知らせしますのでご承知おきください。

～大会結果～
優 勝 水上 2・3(A チーム)
準優勝 水上 2・3(Ｂチーム)
３ 位 旭町 1・2・4(Ｂチーム)
西町・学校前・あけぼの台(Ｂチーム)
参加者・応援のみなさん、怪我なく無事閉会。これにて、29 年度の町民スポーツ 4 大会
は全て終了しました。来年度も、町民の皆様の参加をお待ちしております。

※講 は公民館講座を表します。

4 日㈭ 仕事始め
5 日㈮ 陶町新年マラソン大会&健康ウォーキング大会（8：10～受付）
7 日㈰ 陶子連どんど焼き（9：00～）
瑞浪市成人式
8 日㈪ 瑞浪市消防出初式
27 日㈯ サロン一歩（9：00～11：00）
29 日㈪ 講手作りパンでカフェメニュー（9：30～13：30）
講中高年から始める らくらくピアノ（10：00～11：30）

地 区
猿

爪

水上・大川

陶寿大学

資源ごみ

不燃ごみ

18 日㈭

25 日㈭

19 日㈮

26 日㈮

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。

さとう ののか さん
「わたし、うらしまたろう！」

たかやま いな さん
「ドキドキ発表会！」

※紙類は資源ごみの日に
回収します。

みんなで楽しくクリスマス会
？

クリスマスソングがあちこちから聞こえる季節。
12 月 11 日、陶公民館にて陶寿大学のクリスマス会が
開催されました。北風が冷たい日でしたが、皆さん元気
に陶公民館に集合。会場はクリスマスの飾りつけでとて
も華やかに。
今年のクリスマス工作は、
毛糸で作る“ボンボンリース”
。お互いが教えあった
り、手伝ったりと皆さん楽しそうにリース作りに専念
していました。お弁当とケーキを食べて、ビンゴゲー
ムで景品選びに迷ったり…。たくさん笑ってたくさん
おしゃべりを楽しんだクリスマス会。
皆さん、来年も元気に研修やスポーツを楽しんでください。
陶町 あ・うんコンサート ご来場ありがとうございました
12 月 10 日(日)に開催された「あ・うんコンサート」
。
ご来場いただきありがとうございました。子供たちが
自由に遊びまわり、座って聴くだけではないこのコン
サート。最初は不思議そうに演奏を聴いていた子供た
ちも、演奏者の呼びかけに、ステージに上がったり、
間近で楽器の演奏を聴いたり、
“すえっこくん”や“お
んよくん”
、サンタ
クロースと一緒に
踊ったりと楽しんでいました。大人の方にも
聞きなれた選曲で催された今回のコンサー
ト。従来のクラッシックコンサートとは違
い、会場の皆さんも一緒に演奏を楽しむこと
もできて賑やかなコンサートになりました。

いとう きき さん
「シカになっておすもう！」

今年も残りわずかとなりました。
陶の皆さまには日ごろから幼児園の
子どもたちのためにありがとうござ
います。
地域の皆さまに見守られて、子ども
たちもどんどん大きくなり、やさし
い気持ちが育っています。来年もど
うぞよろしくお願いします。
よいお年を…

すえっこニュース

陶幼児園より

☆大正琴の会☆
11 月 30 日（木）幼児園にて大正琴の会が開かれました。
毎年、子どもたちのために練習をしてきてくださり、今年も「すえようじえ
んのうた」
「チューリップ」「どんぐりころころ」など子どもたちが
よく知っている歌を５曲も演奏してくださいました。
子どもたちはきれいな大正琴の音色を聞きながら、一緒に歌って楽しむこ
とができました。
毎年、子どもたちのために、子ど
もたちの知っている歌を練習して
きてくださる大正琴の会の皆さん
の温かい気持ちが、素敵な音色と
ともに、子どもたちの心に届いた
と思います。
演奏の後、子どもたちと一緒に
給食を食べ、あたたかい時間を過
すことができました。ありがとう
ございました。
♪すえすえすえのようじえん～♪
みんなで大正琴の演奏に合わせて大合唱しました！

瑞浪市民図書館だより

もっと知ろう “陶”
９．こま犬
平成 30 年は戌年です。陶で戌（犬）といえば、当
然「世界一の美濃焼こま犬」です。
陶の小学生に陶の自慢を尋ねると、多くの子供
が「こま犬」と答えます。テレビ・雑誌などにも何回も
取り上げられた陶の大事な観光資源です。そこで、
こま犬について少しばかり勉強してみましょう。
瑞浪市郷土史シリーズを著されている渡辺俊典
さんによると、狛犬は中国で兕（じ）という獣にあた
り、前肢を直立し後肢を曲げて正面を直視する姿が
犬に似ていることから高麗犬（こまいぬ）、狛犬と呼
ぶようになったそうです。一方、前肢を曲げて玉をく
わえたり踏んだりしているのは唐獅子で、狛犬より獅
子が誇張された像だそうです。
この説では、大川八王子神社前の美濃焼像は狛
犬ですが、本殿前の石像は唐獅子像ということになります。但し、両方とも狛犬（古代式と現
代式）でも間違いではないそうです。
世界一の美濃焼こま犬は、右が口を開いた阿（あ）形像で、左が口を閉じている吽（う
ん）形像です。雌雄というわけではありません。阿吽というのは、阿（あ）は口を開いて発音
し、吽（うん）は口を閉じて発音することから吐く息と吸う息を表し、そこから二人以上が一つ
の事をするときの微妙なタイミングや気持ちの一致を阿吽の呼吸と表現するようになりまし
た。また、仏教ではサンスクリット語の五十音順では阿（あ）が始まりで、吽（ん）が終わりだ
から（日本語と同じ）即ち人生の初めから終わりまでが阿吽です。
大川のこま犬は、国道 419 号の起点と終点（阿と吽）である瑞浪市と高浜市が、平成元
年姉妹都市の提携を結んだ記念として、大川窯 4 代目羽柴与左衛門景度の美濃焼こま
犬をモデルに 15ｔの陶土を使用し 12 日間かけて焼成しました。
お宮参りの際には、人生の終幕まで阿吽の呼吸で仲良く過ごせるよう、そしてお金にも困
（こま）らないよう、入口の狛犬にもお参りしたいと思います。

オススメ！ 陶分室の本
「すっきり暮らすための時間とお金の使い方」主婦の友社：刊
自分らしく心地よく暮らすアイデアをＳＮＳなどで人気の主婦たちに聞きました。
暮らしの知恵がたっぷりと詰まった１冊です。
11 月の陶分室 ●貸出人数： 20 人 ●貸出冊数： 58 冊

【12 月 10 日(日)陶町あ・うんコンサート】
おんよくんとサンタさんと一緒にステージに立っ
たよ。帰りにはみんなにプレゼントを渡すお手伝
いもしたよ。

すえっこくん

【12 月 17 日(日)バサカニ 2017】
雪が降って寒かったけど、みんなと一
緒に元気におどったよ。

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。
●1 月 5 日(金)陶町新年マラソン&健康ウォーキング -天神社境内出場者の皆さんの応援にかけつけるよ！みんな今年も健康で元気に過ごせますように。
※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。

