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平成 30 年 5 月 6 日(日)の陸上競技を皮切りに、第 63 回瑞浪市民体育大会春

季大会が開催されました。全 15 種目による競技で熱戦を繰り広げ、瑞浪・土

岐・稲津・陶・釜戸大湫・明世・日吉の 7 つの町が成績を競いあいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 月 22 日(火)寿大学の健康ウォーキング

があり、学生 32 名のみなさんと愛知県長久

手市にある“愛・地球博記念公園モリコロパ

ーク”へ行ってきました。 

初めに『愛・地球博記念館』を見学。皆さ

ん 2005 年の愛・地球博での展示品やジオラ

マなどを見て、愛知万博を懐かしく思い出

していました。 

 

昼食を食べた後は、『サツキとメイの家』へ

行き昭和 30 年代の家を体験見学。その当時

の家の造りや家具などの調度品に実際触れ

ることができるこの施設では、当時の暮ら

しを懐かしむ様子もみられました。 

その後、『もりの学舎』でもりのツアーに参

加し、森を散策しながら、自然の色の勉強を

しました。案内係りの方からの[素色-しろ

いろ-]とはどんな色なのか？の問いに、森

の中にある色で思いあたる[素色-しろいろ-]探しをしました。 

さて、[素色-しろいろ-]とはどんな色だったのでしょうか？ 

この日は絶好のウォーキング日

和で、楽しく愉快にウォーキング

できました。 

6 月には温泉と軽スポーツを楽

しみに、『ささゆりの湯』にでか

けます。 

陶寿大学みなさんの参加をお待

ちしております。 

 

 

 

この度、前・陶町連合区会会長 加藤 公一様より、陶町明日に向って街づくり推進

協議会に、防災グッズのヘルメット 80個、拡声器 6台をご寄付いただきました。 

地域防災活動に役立てていただきたいという加藤様の思いと共に、ヘルメットは連合

区会、各町内会長、街づくり構成員に渡され

ます。 

陶町の安全・安心なまちづくり、防災への

意識の向上を目指して、是非ともご活用くだ

さい。 

  

 

 

 

 

《種目別 陶町順位》※参加競技のみ 

陸 上・・・・・・・ １位 

弓 道・・・・・・・ １位 

ソフトテニス・・・・ ３位 

卓 球・・・・・・・ ３位 

バスケットボール・・ ３位 

バドミントン・・・・ ４位 

剣 道・・・・・・・ ５位 

バレーボール・・・・ ５位 

クレー射撃・・・・・ ５位 

 

 

 

 

 

5 月 20 日(日)、陶小学校グラウンドにて第 15 回陶町民ティーボール大会が開

催され、町内各地区より９チーム・約 150 名の参加がありました。 

おりべネットワークの撮影もあり、カメラが回ると選手からはファインプレー

が続出。もちろん珍プレーも続出で、場内は大きな声援と笑い声が飛び交って

いました。試合後の町内ご苦労さん会も、大いに盛り上がったことと思いま

す。小学生から大人まで、大勢の町民の皆さんにご参加いただき、ありがとう

ございました。 

《大会試合結果》 

 Ａ面 Ｂ面 

優 勝 水上 2・3 号 大川 1・2・3 号 

準優勝 水上 1・4 号 
本町 3・4・5・6 丁目 

新町 2・3・4 丁目 

※優勝した 2 チームには、8 月 26 日(日)開催予定の 

瑞浪市ティーボール交流会に参加していただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 
■問合せ先：陶公民館（☎ 65-2112） 
 
※当日参加も可能です。受付時間・受付会場の陶コミュニティーにて、参加
手続きをしてください。 

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 

  

陶町の人口動態（5/1 現在） 増 減 

世帯数 1,435 世帯 -2 

人 

口 

男 1,546 人 -4 

女 1,793 人 -12 

計 3,339 人 -16 

町民の安全を願い 防災グッズの寄付をいただきました 

陶寿大学 健康ウォーキングにでかけました 

第４回 陶町民ポールウォーキング大会 参加者募集 

熱戦！ 第 15 回 陶町民ティーボール大会 

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 

 



 

※講 は公民館講座を表します。 

 

 3日㈰ 陶町民ポールウォーキング大会（8：30～） 

 4日㈪ 講中高年から始めるらくらくピアノ（10：00～11：30） 

 8日㈮ 陶町青少年育成町民会議（19：00～） 

 9日㈯ 講キッチンハーブ活用講座（10：00～12：00） 

 10日㈰ 瑞浪市消防操法大会（8：00～） 

 12日㈫ 市長と語る会-地域懇談会（19：00～） 

 17日㈰ 陶町内一斉清掃（8：00～） 

  瑞浪市主張大会（13：30～） 

 18日㈪ 講中高年から始めるらくらくピアノ（10：00～11：30） 

 21日㈭ 講だしソムリエから学ぶ だし活料理教室（10：00～13：30） 

 24日㈰ 陶町民ソフトバレー大会（8：30～） 

 26日㈫ 講作って味わう世界のパン（9：30～13：30） 

 28日㈭ 寿大学 ささゆりの湯～温泉と軽スポーツ（9：00～15：00） 

 

 

 

地 区 資源ごみ 不燃ごみ 

猿  爪 13日㈬ 25日㈪ 

水上・大川 14日㈭ 26日㈫ 

 

 

もっと知ろう “陶” 

１４．八大龍王 

日本では、八大龍王は、仏教守護の八体の龍王（竜

神）で水中の主といわれている。昔から雨乞いの神様とし

て祀られ、雲を呼び、雨を降らす井戸の神・農業の神であ

る。この神様が、猿爪川の源流の地である金蛇入池と、

水上川の源流の地である龍王山に祀られています。 

龍は蛇を神格化したものであり、双方の地には昔話しに

は蛇が登場します。 

金蛇入池には、百姓家の鶏・鯉などをさらい、時には

子供にも襲い掛かる大鷲を金の蛇が退治したと

か、金蛇入池に身を投げた腰元が、他の池に

身を投げた殿と姫に会いたくて金の蛇になり空を

さまよったという話しが伝わっています。 

 また、龍王山には大きな岩の割れ目に白い蛇

が住んでいて、日照りの時は卵をお供えして雨乞

いをすると、白い蛇が現れて、水気を吹いて全

山を霧で包み雨を降らすという話しが伝わってい

ます。 

 陶の陶磁器以前の産業は農業ですから、田畑の水で苦労する事の無いよう祀った

のであろう。 

 昭和の頃、この二つの地は観光スポットでもあ

りました。金蛇入池にはボートが浮かび、桜の季

節には花見客で賑わいました。龍王山も男岩・

女岩といった奇岩に恵まれ、清らかな水に紅

葉の映える憩いの地であり、双方とも若者のデ

ートの場でもありました。もう一つ、滝があるという

共通点があります。金蛇入の滝は砂防ダムの

工事により水は流れていませんが、龍王山の滝

は今も周囲を潤しています。 

 

  

 

 

「いっしょにおどったよ！」 
 

にこにこ会のみなさんと、“フォークダンス”や“はないちもんめ”などをし

て楽しみました。にこにこ会のおばあさんがやさしく教えてくれるので、子ど

もたちは大喜び！手をつないだり、輪を作ったり…あたたかいふれあいを楽し

みました。踊りの後は、昔ながらの遊び（あやとりやお手玉など）をして楽し

みました。「なんでしわしわの手になったの？」「そりゃ～としくったでさぁ～」

「じゃ～食べんようにする～」（食べ物と思ったようで）なんて楽しい、かわい

い会話もいっぱいでした。元気なおばあさん方の姿に、子どもも職員もパワー

をいただきました。こんなあたたかい地域との交流も、子どもたちの大切な育

ちにつながると思います。 

毎年、シルバー陶支部の方々が集まり、幼児園に

こいのぼりをあげてくださいましたが、今年度は、

陶幼児園が大規模改修で…残念ながらたくさんの

こいのぼりはあがりませんでした。その代わりに

子どもたちみんなで、手作りこいのぼりを作りま

した。 

幼児園の子どもたち

のことを思って「来年はいっぱいあげないとね！」

とシルバー陶支部の方も話してくださり、いつも一

生懸命になってくださる陶地域の皆様のあたたか

いお気持ちに本当に感謝しています。ありがとうご

ざいます。これからも陶幼児園の子どもたちをよろ

しくお願いします。 

 

 

 

 

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 6 時 30 分に決定し、防災無線に
て連絡いたします。 
※実施詳細については別途回覧をご確認ください。 
 
 

 
 

 

最近、陶コミュニティーセンター敷地内において、心無い方による不燃物
等の不法投棄が多数発見されています。ゴミの出し方については「瑞浪家
庭ごみの分け方・出し方便利帳」で確認し、各自決められた場所に出して
処分をしてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

瑞浪市民図書館だより 

オススメ！陶分室の本  『「本を売る」という仕事』長岡 義幸 著 

どんどん少なくなる街の本屋。それでも続けたい店主の苦労と葛藤が書かれてい
ます。新たな形態の本屋を模索して打開を図ろうとする人達など、現場の生の声
が聞こえてきます。 

４月の陶分室  ●貸出人数： 15人  ●貸出冊数：61冊 

 

  

やめて！ 不法投棄 

陶町内一斉清掃 ご協力のお願い 

※紙類は資源ごみの日に回収します。 

龍王山の女岩 

水上龍王山の祠 

金蛇入の八大龍王の碑 

すえっこくん おでかけスケジュール（６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。 

●6月 10日(日) 瑞浪市消防操法大会（8時～12時）瑞浪中央公園 

●6月 16日(土) きなぁた瑞浪 周年祭（9時～15時）きなぁた瑞浪 

※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。 

 

■５月 13 日(日)  

グランフォンド東濃 2018 
第 9 回グランフォンド東濃に参加した選手を、陶
コミュニティーでお出迎え＆応援。あいにくの雨
でちょっと寒い日だったけど、250 名近くの参加
者が陶町を自転車で走りぬけたよ! 

割れたガラス 

空き缶・空き瓶・多数のカミソリ 

やめてください！ 

■5 月 26 日(土)  

陶児童館まつり 
陶児童館でお祭りにおでか
け。たくさんの子供たちが集
って、いろんな遊びをみんな
で楽しんだよ！ 

■5 月 27 日(日) 陶宅老所まつり 
陶宅老所は今年で 20 周年！毎年ボクも参加しているよ。
ドラゴン太鼓やフラダンス、出し物もたくさんあって楽し
かった。いま大人気の五平餅も食べたよ！ 


