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◆ ◆ ◆ ◆ ２月の誕生花＆花言葉…水仙(白)〔神秘、尊重〕 ／ ２月の誕生石＆宝石言葉…アメシスト〔誠実、心の平和、高貴〕◆ ◆ ◆ ◆ 

 

 

 

平成 30 年 1 月 5 日(金)、第 45 回「陶町新年マラソン大会 兼 健康ウォ

ーキング大会」が、陶町猿爪 天神社をスタート&ゴール地点として開催。 

マラソン（2.1km）には 116 人が、ウォーキング（2.5km）には 18 人の方が参

加し健脚を競いました。 

沿道や発着地点では参加者を応援するあたたかい声援がおくられ、参加者は

ゴール後には境内の焚き火や振舞われるとん汁で体を温めていました。 

参加部門は小学生から一般まで男女別に設けられ、それぞれの部門での 1 位

の参加者には商品が、入賞者には賞状、参加者には参加賞が渡されました。 

来年も皆さんの参加をお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年も伝統の「陶一周駅伝競走大会」が開催されます。今回の大会は陶小学校

校舎の移転を記念して開催。昨年を上回る 79 チームが参加予定となり、襷に

熱い思いをこめて陶町の町を走り抜けます。 

参加者は小学生から大人までと幅広い年齢層です。 

みなさん沿道からの温かい声援、よろしくお願いします。 

 

◆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 

◆メイン会場：陶小学校グラウンド 

 

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、試走に関する注意事項など、随時掲載していきますので、併せて

ご確認ください。 

※当日は交通規制などでご迷惑をおかけする場合もございますが、何卒ご理解

とご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

陶一周駅伝開催時、選手の方をはじめとする参加者・協力者の皆さんに

とん汁をご用意するため、材料の野菜を必要としています。 

 

●大根 ●里いも ●長ネギ ●ニンジン ●ゴボウ ●キャベツ 

上記の野菜を必要としています！ご協力よろしくお願いいたします。 

 

 

受付窓口：陶コミュニティーセンター（8時 30分～17時 15分） 

2月 19日(月)17時までに ご提供ください。 

※土・日・祝は除く 

 

陶町明日に向って街づくり推進協議会 

 

  

◆各部門 上位入賞者成績一覧◆ 

《一般男子の部》 《中学生男子の部》 《小学生男子の部》 

１位 木戸脇 琉太郎 １位 福岡 鉄太 １位 寺嶋 せんき 

２位 安藤  崇 ２位 東川 礼憧 ２位 土本 佳唯斗 

３位 東川  猛 ３位 安藤 太一 ３位 宮地 一輝 

《一般女子の部》 《中学女子の部》 《小学生女子の部》 

１位 間瀬 奈緒美 １位 保  こなつ １位 村田 実由 

２位 堀  香枝 ２位 藤田 瑞葵 ２位 西尾 娃来 

３位 西尾 明子 ３位 伊藤 遥菜 ３位 加藤 月華 

※氏名の表記につきましては、受付時に記載されたものを掲載しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●臼井 重喜さん ～旭日双光章 受章～ 

長年の功績をたたえられ、昨年の秋の叙勲にて「旭日双光章」を受
章されました。 
元瑞浪市議で地域へ尽力された臼井さん。
「今後は受章に恥じることがないよう一層精
進してまいりたいと思います」と、コメント
されています。 

 

 

●安藤  崇さん ・ 安藤 太一さん ～東濃ロードレース親子で入賞～ 

1 月 21 日、多治見市にある耐火物製造会社『ＴＹＫ』周辺をスタート＆ゴールと
した、第 39 回東濃ロードレースが開催されました。陶町の方も何名か出場したこ
の大会。中でも安藤 崇さん・安藤太一さん親子がそれぞれ出場した部門で入賞さ
れました。 
 
安藤太一さんは瑞浪南中学陸上部部長を務める中学二年生。 
今回のロードレースでは中学男子の部（5km）で２位に入賞されました。 

5km という距離は初めてだったという太一さん。“頑張って入賞できたらいいな”
という思いで臨んだそうです。レース前にはお父さんの崇さんから、“常にフォー
ムを意識して走るように”とアドバイスを受け、見事２位という成績を修められま
した。 
父親の崇さんは、一般男子（5km）の部に出場し優勝。優勝はたまたま、と謙遜

されていましたが、なんと高校まではサッカー部で陸上経験者ではない崇さん。太
一さんが陸上を始めた事をきっかけに走り始めたそうです。日頃は運送業に従事し
ながらも、お休みの日には 10km の距離を走ることもあるそう。「自分に合った走
りを考えながら走ることで、自身と向き合うことができて楽しい」と、トレーニン
グされています。 
今後は可児シティーマラソン（10km）と、3 月に開催される大正村クロスカント

リー（10 マイル）への出場を予定されているとのこと。頑張ってください！ 

 

 

 

 

 

 

陶町の人口動態（1/1 現在） 増 減 

世帯数 1,434 世帯 -1 

人 

口 

男 1,577 人 -5 

女 1,815 人 +1 

計 3,392 人 -4 

陶小学校移転記念 第 54回陶一周駅伝 開催のお知らせ 

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 
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崇さんから太一さんへ 

陸上競技は自分との戦い！ 

試合の時も今後の人生において

も自分に負けそうな時に頑張れ

るようになってほしいです。 

瑞浪南中学の先輩を目標とし

日々頑張っています。 

1500m で東海大会出場目指

します！ 



 

※講 は公民館講座を表します。

 4日㈰ 陶町民スキーの集い 

 5日㈪ 講らくらくピアノ（10：00～） 

 18日㈰ 瑞浪市青少年育成市民会議（9：30～11：30） 

 19日㈪ 講らくらくピアノ（10：00～） 

 24日㈯ サロン一歩（9：00～11：00） 

 25日㈰ 陶小学校移転記念 第 54回陶一周駅伝競走大会 

 26日㈪ 講手作りパンでカフェメニュー（9：30～13：30） 

 

 

 

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 15日㈭ 22日㈭ 

水上・大川 16日㈮ 23日㈮ 

 

 

平成 29 年中に所得があった方の、市・県民税および所得税の申告相談会が開催

される時期になりました。確定申告に必要な申請書類等は、陶コミュニティー

センターにも設置してあります。 

★昨年の確定申告からマイナンバー（12 桁の個人番号）の記載が義務化され、申

告書等に記載されたマイナンバーの確認と本人確認を行うことになっていま

す。手続きを円滑に進めるためにも、ご理解とご協力をお願いいたします。 

詳しい内容、手続きに関する詳細につきましては、広報みずなみ 1 月 15 日号

（P.2～P.4）をご参照ください。 

 

《申告相談会 日程 ～陶および瑞浪市役所～》 

会 場 開 催 日 時 間 

陶公民館 
多目的ホール 

2 月 28 日(水)・3 月 1 日(木) 
9 時 

～16 時 瑞浪市役所 

２階大会議室 

2 月 16日(金)～27 日(火) 

3 月 8 日(木)～15 日(木) ※土・日を除く 

●稲津、日吉、釜戸、大湫会場の日程は広報瑞浪 1 月 15 日号 P.2 をご参照ください。 

 

もっと知ろう “陶” 

１０．陶一周駅伝 

今年で 54回を数える陶一周駅伝について回顧してみたいと思います。 

 陶での駅伝大会は昭和 30 年代後半、「第 1 回 陶地区職域対抗駅伝競走」とし

て開催されたのが最初です。この大会は旧陶支所前を発着点にして、瑞浪市役所を

折り返す 7 区間（第 2 回目から 5 区間 27.8km）を 9チームで争いました。第 1 回の大

会冊子には、参加チームとして曽根、山五、金中、丸国、山十など懐かしの会社名と

ともに、今なお現役で頑張っておられる方の名前が多数並んでいます。 

 こうして始まった大会でしたが、選手の高齢化とともに競技中心の大人の大会から、

コースを町内一周にして小学生でも参加できる大会に変え現在に至っています。 

この大会は、長い歴史の中で多くの名選手を生んでいます。陶から箱根駅伝に 4

人（羽柴卓也、中沢正仁、三宅達也、加藤直人（敬称略…以下同じ））、全国高校

駅伝男子に 4人（加藤直人、三宅達也、伊藤雅一、神谷優斗）、女子に 2人（西尾

奈々、三宅彩加）、全国都道府県対抗駅伝男子に 2 人（加藤直人、三宅達也）、

女子に 2 人(伊藤聡子、沼田知香) が走っていて、更に全日本中学駅伝女子には

陶中チームが 2001年と 2002 年連続出場しています。 

 陶の駅伝を語る時、保母徳生さん（平成 27年没）の功績を忘れることはできません。 

 保母さんは 30 代の頃から地元の子供に、陸上を通じ努力と継続の大切さを教え、

教え子には長距離選手のみならず砲丸投げ、幅跳びなどに活躍した選手もいます。

現在、瑞浪市内の陸上指導者は保母さんの教え子が大半です。 

駅伝は交通規制を伴いますので町民の協力なくしては成立いたしません。今後とも

ご協力よろしくお願いいたします。 

 

 

《第三回陶地区職域対抗駅伝競走大会》出場選手一覧 

（昭和 39年 11月 15日開催） 

 

  

 

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。 

 

いとう かほ さん 「わたしってかわいいでしょ！」 

 

 

☆伝承遊びの会、たのしかったよ！ 

１月１６日に伝承遊びの会がありました。社協、

陶支部さんより、こまをいただいたあと、おじい

さんやおばあさんとこまや剣玉、折り紙、紙ヒコ

ーキ、おてだまなどの遊びを楽しみました。どの

おじいさんたちも

ゆったりと子ども

たちに向き合って

くださったので、

失敗しても「もう一回」と何度もチャレンジする

ことができました。できるようになると、「すご

いな～」と一緒に喜んでくださったのがうれし

くてまた張り切る子どもたちでした。 

すっかり仲良くなったおじいさんたちと一緒

に給食も食べました。みんなと食べると美味しいね！ 

地域の方にいつも見守っていただいていると感じることができました。あり

がとうございました。 

   

 

瑞浪市民図書館だより 

オススメ！ 陶分室の本 

「媚びない老後」桐島 洋子 著 

女性の生き方など、様々なライフスタイルを提案してきた著者が描く、理想の家族

像。「子どもには媚びない。でも、老後は面倒をみてもらう」という発言が大反響。 

その真意が読めます！ 

12月の陶分室  ●貸出人数： 19人  ●貸出冊数： 85冊 

 
 

 

 

 

所得税（市・県民税） 申告相談会 開催案内 

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（2 月） 
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。 

●2月 12日(月・祝) ご当地キャラクターフェスティバル in AICHI （ﾘﾄﾙﾜｰﾙﾄﾞ） 

全国のご当地キャラクターが約 100、犬山市ﾘﾄﾙﾜｰﾙﾄﾞに集結。ふなっしーもくるよ。 

 

●2月 25日(日) 陶小学校移転記念 第 54回陶一周駅伝競走大会 

この会場での開催は最後になる大会。参加者の応援にいくよ！ 

 

※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。 

■1 月 5 日(金)  

陶町新年マラソン 兼 健康ウォーキング大会 
早朝からたくさんの人が集まって、マラソンやウォーキング
大会に参加していたよ。とぉっても寒かったけど一生懸命参
加者のみんなを応援したよ。 


