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平成 30 年 6 月 10 日(日)、瑞浪中央公園に

て小型ポンプ操法大会が開催されました。出

場隊はポンプ車からホースを繋いで伸ばし、

的に当てるまでの「操作要領、行動、動作」

の速さと正確さを競いました。 

第五分団の皆さんは、普段の防災活動訓練

に余念がないのはもちろん、この大会のため

にも 2 月からの練習を重ね技術を磨き、大会

に臨まれました。 

日頃は家屋倒壊訓練や行方不明者捜索訓練など、地域の特色を考慮した訓練を

実施されている第五分団の皆さん。20 歳代前半から 60 歳代と幅広い年齢の

方々から編成される 51 名の団員（支援団員含む）は、日頃から一致団結し陶町

民の命や財産を守り、安心安全に生活できるようにと活動されています 

 

 

 

 

『陶町民ポールウォーキング大会』 

6 月 3 日(日)爽やかな晴天の下、ポールを使用して歩く陶町民ポールウォーキ

ング大会が開催されました。今回で 4 回目になる町民ウォーキング大会、初心

者から経験者まで 22 名の方が参加し、初夏の陶町猿爪区内約５km の道のりを

散策しました。 

両手にポールを持って歩くため、身体への負担が少なく、膝や関節に優しい

ポールウォーキング。今回は最初に指導者から歩き方を教えてもらい、初心者

の方でも気軽に体験ができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポールウォーキングを体験したい方…→ 毎週火曜日、午後 7 時 30 分から陶コ

ミュニティーセンター駐車場にて認定指導員のもとで活動しています。 

興味のある方は陶公民館 ☎ 65-2112 までお問合せください（ポールの貸出しあ

り）。 

 

 

『陶町民ソフトバレーボール大会』 

6 月 24 日(日)、町内の各地区より 12 チームが参加し、

応援の子供たちを含めると 200 人弱の参加を得て町民ソ

フトバレーボール大会が開催されました。 

今年は改修された陶小体育館での開催となり、昨年会

場だった旧陶小学校体育館に比べると広々していて、選

手の皆さんは気持ちの良い汗をかくことができました。 

 結果は本町 3･4･5･6 丁目・新町 2･3･4 丁目合同チーム

が昨年に引き続き優勝で、水上 2・3 号チームが準優勝でした。初めて参加した

選手に「どうでしたか？」と聞いてみると、「楽しくできました。試合後の御苦

労さん会も楽しみです」と答えてくれました。 

 

《大会試合結果》 

優 勝 本町 3･4･5･6 丁目・新町 2･3･4 丁目 

準優勝 水上 2･3 号 
 

  

 

 

「仕事との両立もあり、練習も厳しいで

すが“やるしかない”という気持ちをも

ってがんばります」とお話をしてくれた

出場選手。 

門野本部長と成瀬分団長の「上位入賞し

てくれると思います」との期待に応え、

団の代表として見事準優勝という結果を

修められました。 

第五分団の皆さん、これからも陶町民

の安全のためによろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 
《 陶町出身 瑞浪南中生徒 陸上県大会出場へ！》 

6月 16日(土)多治見市星ケ台競技場にて中体連東濃陸上大会が開催されました。 

この大会に出場し、見事県大会への出場を決めた陶町出身 瑞浪南中学の生徒さんを

紹介します。 

・安藤 太一  君（3年）1500m  

・水野  歩  君（2年）砲丸、リレー 

・長谷川 愛さん（2年）走り幅跳、リレー 

・加藤 月華さん（1年）800ｍ 

・東川千愛礼さん（1年）リレー 

 

選手の皆さんは、7月 27日(金)岐阜市で開催される岐阜県中学

総体に出場予定。そして、この県中学総体で 6位に入賞すると次は

東海大会に出場です。 

 
 

《 陶陸上スポ少２名 岐阜県大会に招待選手として出場 》 

6月 3日(日)に開催された岐阜県小学生選手権大会で、陶陸上スポーツ少年団に所

属する２名が、入賞を果たし、7月 1日（日）に開催される第 83回岐阜県陸上競技選

手権大会に招待選手として出場します。 

・安藤 心菜 さん（6年）ジャベリックボール 

・勝 うたね さん（３年）100ｍ 

陶陸上スポーツ少年団の皆さんは、次に 7月 15日(日)の県大会への出場を予定し

ています。この試合で優勝を決めると次は全国小学生陸上競技交流大会に出場です。 

がんばる陶の子供たち、皆さんも応援してください。 

 

《 学童軟式野球大会 稲津・陶クラブ県大会出場決定 》 

6月 16日(土)瑞浪市民球場にて、第 50回

岐阜県学童軟式野球大会・瑞浪市予選大会が

開催。“稲津・陶クラブ”が市内５チームの頂点

に立ち、岐阜県大会への出場を決めました。 

稲津小と陶小の小学生が一つのチームとなっ

て活動するこのクラブは、週に二度稲津小学校

のグラウンドで練習を重ねています。陶小からは

6年生 1名、4年生 4名が所属して活躍。 

2つの小学校児童が力をあわせ挑む県大会に向け、練習にも力が入ります。 

 

 

県大会は 8月 11日（日）から岐阜地区を中心に随時試合が開催されます。 

 

瑞浪市では環境美化の推進を目的として『瑞浪市まちをきれいにする条例』に基づき 

環境美化監視員が市内各地区で委嘱。陶地区では次の方々が委嘱されました。 

夏目和彦さん、中村淳司さん、小笹主夫さん、羽柴 諭さん 以上 4名 

監視員の皆さんには、地区で行われる環境美化活動に率先しての参加や、不法投棄

の現場や不法投棄物発見時の通報を主な活動内容として、陶町の環境美化に務めて

いただきます。 

  

陶町の人口動態（6/1 現在） 増 減 

世帯数 1,437 世帯 +2 

人 

口 

男 1,544 人 -2 

女 1,794 人 +1 

計 3,338 人 -1 

陶町民スポーツ行事が開催されました 

瑞浪市環境美化監視員 陶地区代表決まる 

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 
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 陶町内での日々の消防活動にも期待高まる！ 

6月 1日 壮行会の様子 

ひのき林の中で森林浴 

 

めざせ、東海大会！ 



 

※講 は公民館講座を表します。 

 1日㈰ 陶町民野球大会（開会式 7：45～） 

 2日㈪ 講中高年から始めるらくらくピアノ（10：00～11：30） 

 4日㈬ 講多肉植物の寄せ植え（19：00～21：00） 

 5日㈭ 講だしソムリエから学ぶだし活料理教室（10：00～13：30） 

 10日㈫ 講蚊取り線香と虫よけスプレー（19：00～21：00） 

 14日㈯ 講キッチンハーブ活用講座（10：00～12：00） 

  大川祇園祭（夕方から） 

 19日㈭ 陶町民ゴルフ大会（第 1組スタート 8：00～） 

 21日㈯ 水上祇園祭（見所は夕方から） 

 24日㈫ 講作って味わう世界のパン（9：30～13：30） 

 26日㈭ 講だしソムリエから学ぶだし活料理教室（10：00～13：30） 

 28日㈯ サロン一歩（9：00～11：00） 

 30日㈪ 講中高年から始めるらくらくピアノ（10：00～11：30） 

 

 

地 区 資源ごみ 不燃ごみ 

猿  爪 17日㈫ 25日㈬ 

水上・大川 18日㈬ 26日㈭ 

 

 

もっと知ろう “陶” 

１５．浅間さん 

大川のこま犬前から小原方向を臨むと、
二つの峰を頂く山（双耳峰）が目につきま
す。大川の人たちが親しみをこめて浅間山
（せんげんさん）と呼び、手前の山に神明神
社ほか三社、奥の山に本宮（浅間神社）ほ
か九つの末社が祀られています。 
本宮祭神は木花之佐久夜毘売命（この
はなのさくやひめのみこと）で、『ふるさと 
陶の今昔』では、「寛永 2 年（1625 年）
創建され、山岡町田代山より奉遷され
た。田代山山頂には浅間神社の石祠
（せきろう）が今もある。」と記されているの
で、今年田代山の山頂付近を調査して
みましたが石祠を見つけることはできませ
んでした。 

大川浅間神社は、大川窯（武蔵之国
の加藤左衛門尉景信が文明 7 年[1475

年]開窯）の何代目かが、祖先の生まれ
故郷の関東にある筑波の双耳峰に似た
大川の山に、関東の人々が敬う富士山
の浅間神社を迎えたと考えられています。 
間口 1m ほどの本殿は、浅間造りの様式で本宮の庇、垂木には世にも珍しい彫刻が
あり、雲龍、象頭獅子等実に素晴らしい逸品で、見る人を驚嘆のあまり、声なく唖然とさ
せられるという。この卓越した彫刻は美濃の左甚五郎こと野村作十郎（1815～1871）
「木工の頭国筠（もくのかみくにみつ）」の作ではないかといわれています。 
山頂の浅間山は女人禁制の時代があり、女人は麓の里宮までしか許されなかったと
いいます。山頂まで登るのは大変なので、女人のみならず普段は、男もここで手を合わ
せたことでしょう。子供や旅人も同様だったと
思います。 
浅間山は大川以外の人で登った人はあま
りいないと思います。浅間山は標高が 610ｍ
で麓の里宮との標高差が 200ｍ弱あり、簡
単ではありませんが、『一見の価値あり』で
す。途中、これまた珍しい高野槇の繁る山
道を30分ほどで山頂の本宮に着きます。一
度登ってみてはいかがですか。 クマよけの
鈴もお忘れなく。 
毎年 7 月の第 1 日曜日に例祭が行われ
ています。 
 
 
 
 
 

  

 

「大きなおいもができますように！」 
 

６月 8 日、事前に陶社協・長寿会のみなさん
に準備をしていただいた、児童館の畑に、さつ
ま芋の苗を植えました。当日も「こうやって寝
かせて植えるんだよ」と実際にやり方を見せ
て下さり、今年は 3 歳～5 歳の幼児園の異年
齢なかよしペアのグループに一人ずつ、おじ
いさん方に加わってもらいました。「孫みたい
やの～」「孫はもっと大きいでひ孫くらいやろ
うか～」というおじいさん方の会話に「孫やな
いよ、ぼくの名前は○○！」「そうか、いい名

前やのぉ、おじいさんの名前は○○！」と自己紹介をし合うなど、やり取りも楽
しめ、見ているだけであたたかい気持
ちになりました。みんなで穴を掘りた
くさんの苗を植え、子どもたちは「よ
しっ、できた」と満足気！水をやりな
がら、「大きなさつまいもができますよ
うに」とみんなで祈りました。実りの
秋が楽しみです！ 
地域の方々の温かい愛情に支えられ

て、幼児園の子どもたちは様々な経験
をさせていただいています。 
地域の皆さま本当にありがとうござ

います。 

 

 

 
陶町街づくり協議会・生活環境部会が種から育てた夏
花、“マリーゴールド”と“サルビア”の苗が、町内の学
校や施設、団体に配布されました。 
3 月に種を撒き、部会員と協力者の皆さんで育てた苗は大

きく育ち、地域の皆
さんのご協力により
陶町内各所に植えら
れて花を咲かせてい
ます。陶小学校や樋の下、交番前、こま犬前
等々…。これから夏にかけ、陶町内が花で彩
られます。ご協力いただいた皆さん、ありが
とうございました。 
 

 

 

6月 9日(土)・10日(日)、瑞浪市総合文化

センターにて第 33回みずなみ文化協会祭が

開催。陶町からは、初出演の「マンドリーノ・フィ

オーレ・すえ」の皆さんをはじめ、「ＳＵＥ コール 

アマービレ」、「陶コーラス」の皆さんが日頃の練

習の成果を披露されました。 

毎年 10月開催のサニーヒルズ祭にも出演

してくださる皆さん。今年のサニーヒルズ祭への

出演も期待しています。 
 

 

 

  

みずなみ文化協会祭に出演しました 

陶町を夏花で彩る 

※紙類は資源ごみの日に回収します。 

■6 月 16 日(土) きなぁたみずなみ 6 周年祭 
新鮮な野菜やお肉がお買い得。近くの畑でジャガイモとタマ
ネギの収穫体験もあって、とっても賑やかだったんだ。 
久しぶりにミナモ、窯之助、ぎふマイの里と一緒に遊んだよ。 

浅間山 

浅間神社の里宮 

本宮の象頭獅子 

 

すえっこくん おでかけスケジュール（７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。 

●7月 14日(土) 大川祇園祭（18時～21時）大川八王子神社 

●7月 21日(土) 水上祇園祭（13時～22時）水上神社周辺 

●7月 28日(土） 陶子連追跡ハイク（8時～12時）陶小学校 

※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。 

■6 月 10 日(日) 瑞浪市消防操法大会 
消防車、救急車の乗車体験や、消防士体験もできたよ。 
残念ながらボクのサイズの制服はなかったけど、ヘルメットをかぶって（?!）みた！ 
たくさんのお友達と会えて楽しかったな。地元陶町の第五分団の応援もしたよ。 

 瑞浪市民図書館だより  
オススメ！陶分室の本  『 チェコの十二カ月 』出久根育 著 

海に憧れているチェコの人たちは、苔むした湖の中でも平気で飛び込んでしまい
ます。短い夏を逃すものかとバカンスを楽しみます。チェコの暮らしがわかるほっこ
りエッセイ集 

5月の陶分室  ■貸出人数： 30人  ■貸出冊数：143冊 


