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《 平成 30 年度 陶町連合区会役員 》 

（敬称略） 

連合区会長 山下 正次 

区
長
・
副
区
長 

猿爪区 区長 夏目 和彦 
副区長 大澤  斉 

副区長 中村 淳司 

水上区 区長 小笹 主夫 副区長 稲垣 成行 

大川区 区長 羽柴  諭 副区長 羽柴 雅紳 

監 事 加藤 一男、加藤 善行 

 

 町 名 町内会長   町 名 町内会長 

1 東町 １ 林   敬一 19 梨ヶ根   大原 利之 

2 東町 ２ 鈴木 久夫 20 下山町 羽柴 幸良 

3 東町 ３ 梅村 武人 21 宮 町 梅村 浩史 

4 細久手 今   厚也 22 西 町 中村 浩一 

5 旭町 １ 丸山  寛 23 学校前町 羽柴 裕司 

6 旭町 ２ 荻野  清 24 あけぼの台 籔下 道明 

7 旭町 ３ 臼井 紀仁 25 水上 １ 加藤 一哉 

8 旭町 ４ 永井  恒 26 水上 ２ 加知 広志 

9 新町 １ 今井 研二 27 水上 ３ 須藤 臣徳 

10 新町 ２・３ 山田 秀樹 28 水上 ４ 西尾 伸一 

11 新町 ４ 伊藤 正義 29 大川 １ 河野  瞭 

12 本町 １ 伊藤 正猛 30 大川 ２ 水野  求 

13 本町 ２ 稲垣 信義 31 大川 ３ 加藤  一 

14 本町 ３ 水野 博文 32 大川 ４-１ 河野 信夫 

15 本町 ４ 伊藤 恵五 33 大川 ４-２ 河野 信介 

16 本町 ５・６ 三宅 康夫 34 大川 ５ 柴田 干城 

17 元町 １ 大澤 新一 35 大川 ６ 垂見 元隆 

18 元町 ２・３ 加藤 徹生 36 大川 ７ 成瀬  正 

 

 

 

 

4 月 24 日(火)、平成 30 年度陶寿大学始業式が陶公民館で行われ、31 名が

出席しました。今年度は、新入生 4名が新たに加わり、42名でスタートしました。 

 

始業式のあとは、この 4 月から陶駐在所に赴任された

早藤弘幸さんから、『高齢者犯罪の対策と予防、交通講

話』と題し、DVDの視聴と学習会をしました。 

詐欺に遭わないためには、“おかしいと思ったら相談を

する”、“合言葉を作る”、“儲かる話には裏がある”などの

ポイントをあげられました。 

また、交通事故の加害者にも被害者にもならないよう、

“交通事故は意識と行動のズレから起きやすい”、“余裕

をもって行動する”、“夜は明るい服装で（反射材をつける）”、“交通ルールを守

る”、などのお話があり、みなさん興味深く聞き入っていました。 

陶寿大学では、多くの

行事を計画し、みなさん

と楽しみながら学んでい

きたいと思っています。 

年間を通じ、学級生

を募集していますので、

希望される方、興味の

ある方は、陶公民館までお知らせください。（問合せ先：陶公民館 ☎ 65-2112） 

 

 ようこそ陶へ！  

多治見警察署陶駐在所 巡査部長 早
はや

藤
ふ じ

 弘幸
ひ ろゆ き

さん 

平成 30 年 4 月より陶駐在所に新しく赴任された早藤さんをご紹介。 

岐阜県養老郡のご出身で、陶町に赴任される前は、岐阜中

警察署で逮捕術特練員兼直轄警ら係として勤務されていま

した。 

陶町には初めていらっしゃったという早藤さんから、

ひと言ご挨拶をいただきました。 

『転勤まで陶町のことは知りませんでしたが、町民の皆

さんがとても親切な方が多いという印象です。至らない

点が多々あるかと思いますが、陶のために一生懸命働き

ますのでよろしくお願いします。』 

 

先日の桜まつりにも足を運んでくれた早藤さん。以前

の勤務地とは少々異なる環境かと思いますが、これからよ

ろしくお願いします。 

 

 

 

新緑の陶町を歩こう！
 

■開催日：平成 30年 6月 3日(日) 小雨決行、雨天中止  
■発着場所：陶コミュニティーセンター 
■参加費：無料 
■コース：猿爪区内 約５km を歩きましょう。 
■受付時間：8時 30分～ 
■スタート：9時 

■参加資格：健康な方。運動不足を解消してみたい方。ポールウォーキングを体験してみ
たい方。但し、小学生以下は保護者同伴のこと。 

■申込み方法：陶公民館まで事前申込みください。 
■申込み期日：5月 25日(金) 

 

※当日の参加も受付ますが、ポールのレンタルをご希望の方は申込み期日までにお申

込みください。 

主催 陶公民館 ／ 主管 陶町体育委員会 

後援 陶地区スポーツ推進委員会、瑞浪市体協陶支部 

 

 

 

 

平成 30年度も陶公民館にて公民館講座を開講いたしま

す。お一人様での参加も O.K、お友達同士での参加も O.K 

詳しくは広報みずなみ 4月 15日号と同時配布の『陶公民

館講座のご案内-平成 30 年度 春号-』をご参照いただくか、

陶公民館までお問合せください。 

その他、『春の寄せ植え講座』（5/16㈬開催）の受講者も募

集しています。 

皆様のお申込みお待ちしております。 

問合せ先：陶公民館 ☎ 65-2112 

 

 

 

陶ナイター野球の登録チームを募集しています。 

大人になった野球少年、野球を楽しみたい方。登録お待ちしています！ 

  

陶町の人口動態（4/1 現在） 増 減 

世帯数 1,437 世帯 ＋4 

人 

口 

男 1,550 人 -17 

女 1,805 人 -4 

計 3,355 人 -21 

今年度も元気に！ 平成 30 年度 陶寿大学始業式 

陶ナイター野球 登録チーム募集 

陶公民館講座（4 月～7 月開講講座） 受講者募集中 

第４回 陶町民ポールウォーキング大会 参加者募集 

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 

登録料：1 チーム ６，０００円 

申込期限：5 月 21 日(月) 

申込み・問合せ先：陶公民館（☎ 65-2112） 



 

※講 は公民館講座を表します。

 6日㈰ 市民大会[陸上] 

 7日㈪ 講中高年から始めるらくらくピアノ（10：00～11：30） 

 12日㈯ 講キッチンハーブ活用講座（10：00～12：00） 

 13日㈰ 市民大会 

  資源回収（幼・小・中 合同開催） 

  グランフォンド東濃（ｻｲｸﾘﾝｸﾞｲﾍﾞﾝﾄ） 

 16日㈬ 講春の寄せ植え講座（19：00～21：00） 

 20日㈰ 陶町民ティーボール大会 

  青少年育成市民会議 

  市民大会[クレー射撃] 

 21日㈪ 講中高年から始めるらくらくピアノ（10：00～11：30） 

 22日㈫ 陶寿大学 健康ウォーキング（9：00～） 

  講作って味わう世界のパン（9：30～13：30） 

 24日㈭ 講だしソムリエから学ぶ だし活料理教室（10：00～13：30） 

 26日㈯ サロン一歩（9：00～11：00） 

 30日㈬ 講パソコン講座 Excel書類作成術（13：00～14：30） 

 

 

地 区 資源ごみ 不燃ごみ 

猿  爪 15日㈫ 24日㈭ 

水上・大川 16日㈬ 25日㈮ 

 

もっと知ろう “陶” 

１３．陶のお寺 

日本では、江戸時代の寺請制度（個人を寺の檀家であり、異教徒でないことを檀

那寺が証明する制度）の影響で、生まれた所（住んでいる所）の寺の檀徒になるの

が一般的です。 

 陶には京都の妙心寺を本山とする臨済宗妙心寺派の猿爪宝昌寺、大川林昌

寺、福井県の永平寺を本山とする曹洞宗（そうとうしゅう）の水上浄円寺という三つの

寺があります。 

 各寺の創建は大川林昌寺が 1490 年、猿爪宝昌寺が 1636 年、水上浄円寺が

1685 年ですから 300 年～500 年の長い歴史を持っています。各寺は、江戸時代に

は寺小屋として村の子供に対する教育も担いました。 

 臨済宗も曹洞宗もともに禅宗です。東濃地方では、古代まで天台宗系の寺院

（桜堂薬師、飯高万勝寺など）が多かったのですが、鎌倉時代の守護土岐頼貞は

臨済宗に帰依し、室町時代の鶴ヶ城主土岐頼元は曹洞宗に帰依した影響で、中

世以降に禅宗に改宗した寺院も多く、このふたつの宗派の寺院が約 3/4 を占めてい

ます。ちなみに、全国的には信者が一番多いのは浄土真宗であり、寺院が一番多

いのは曹洞宗です。 

 臨済宗と曹洞宗の違いは禅の仕方にあるようで、通路に向って坐るのが臨済宗

（師と禅問答をする）、壁に向って座るのが曹洞宗（ひたすら禅を組む）です。平和を

願う心、報恩、供養など教えはほぼ同じで、もちろん私たちの接し方にもほとんど差は

ないようです。 

 ところで、今年の 5 月 19 日（土）には、猿爪宝昌寺で新住職就任の晋山式があり

稚児行列も行われます。化粧を施された子

供たちが恵那工会館から寺院までを練り歩

きます。化粧をすることで、神様が降臨の目

印になるのです。また、子供自身の無病息

災を願い、豊かな心を持ってほしいという意

味合いが含まれています。 

「稚児行列に 3 回参加するとその子は将来

幸せになる」という言い伝えは、稚児という短

い期間に 3 回も稚児行列の機会に恵まれ

てラッキーだね！という所から来ているようです。 

 

  

 

 
 

平成３０年度 

陶幼児園スタート！ 
 

４月１０日（火）陶幼児園の入園式、進

級式がありました！ 

全園児３３名（年長７名）（年中８名）（年少

１０名）（未満児８名）そして職員 11 名で平

成３０年度の陶幼児園が元気いっぱいにスタ

ートしました。 

入園式には交通安全協会の西尾様、陶交番

の早藤巡査に来ていただき、保護者の方々に

お祝いの言葉と、新入園児に可愛らしいすえ

っこの通園バッグをいただきました。そして

幼児園のリーダー、くまぞう組が“すえっこくん音頭”をみんなの前で張り

切って見せてくれました。 

陶幼児園の保育目標である『心も から

だも たくましい子』を目指して職員一丸

となって可愛い子どもたちの成長を支え

ていきたいと思います。 

地域の皆様には今年度もいろいろお世

話になります。 

どうぞよろしくお願い致します！ 

 

 

 

 

 

 

下記のとおり陶町内一斉清掃作業を行います。町民皆様の参加・ご協力お願い

します。 

■開 催 日：6月 17日(日) 午前 8 時～作業開始、午前 9 時～収集開始 

■清掃場所：陶町地内の幹線道路及びその周辺 

■作業内容：道路（歩道含む）・公園の草刈、河川の清掃、ごみ拾い 
 
※小雨決行。中止の場合は当日の午前 7 時に決定し、防災
無線にて連絡いたします。 
※実施については５月末日に改めて回覧する予定です。 

 

 

瑞浪市民図書館だより 

オススメ！ 陶分室の本 

「日の名残り」 カズオ・イシグロ 著 

老執事スティーブンスの回想。失われつつある伝統的な英国を描きます。当時
の時代背景もわかる静かで深い余韻が味わえる作品。ノーベル文学賞カズオ・
イシグロをお楽しみください。 

３月の陶分室  ●貸出人数： 30人  ●貸出冊数：112冊 

 

 
 

  

陶町内一斉清掃 ご協力のお願い 

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（５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。 

●5月 13日(日) グランフォンド東濃 2018（11時～15時）陶コミュニティー 

●5月 26日(土) 児童館まつり（13時～15時 30分）陶児童館 

●5月 27日(日) 陶宅老所まつり（10時～12時）陶宅老所 

※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。 

※紙類は資源ごみの日に回収します。 

宝昌寺と新装なった庫裡 

■4 月 15 日(日)  陶町 桜まつり 
今年の桜は咲くのが早かった～！ 
午前中は雨だったけど午後から晴れていい天気。 
バサラのみんなと踊ったし、売店のお好み焼きやフラ
イドポテトを食べておなかいっぱい。最後にはビンゴ
ゲームもあったから、ボクも参加したよ。 

 ■4 月 21 日(土) どんぐり工房 周年祭 
朝からとてもいい天気。たくさんのお店があってたくさんの人たちで賑わってたよ。
ミニＳＬにも乗ってゴキゲンなボク。 

■4 月 19 日(木)  

岐阜放送「キテミテ学校」収録 
陶小学校が岐阜放送で紹介されることになったよ。 
放送予定は、5 月の毎週土曜日 20 時 54 分～。 
ボクもちょっとだけ出るかもしれないからみんな
見てね！ 


