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昨年の平成 29 年 7 月 3 日から 4 日、梅雨前線及び台風が重なった影響で降

り続いた雨により、陶町内でも多数の被害が発生しました。中でも猿爪地区の

猿爪川では、支流となる中ノ草川との合流点やその下流域において、床上浸水

３件、床下浸水１件に及ぶ被害が発生しました。この付近では、以前から幾度

となく浸水被害が多発していますが、幸い人的被害には至ることはありません

でした。しかしながら、今後いつまたこのような災害が起き被害を受ける可能

性がないとは言い切れません。 

 

現在瑞浪市により、この猿爪川の浸水対策とし

て水位計の設置や仮設土のうの設置による緊急対

策が迅速に進められています。さらに河川改修な

どの根本的な対策を講じていただくため、山下連

合区会長、加藤輔之・小木曽光佐子両市議同伴で

6 月 25 日に市長に要望書を提出しました。 

 

 

 

 

 

東海大会 出場おめでとう！ 

7 月 15 日(日)、岐阜メモリアルセンターにて第

34 回全国小学生陸上競技交流大会岐阜県予選会

が開催され、陶陸上の児童が出場しました。 

以下の３名が入賞し、8 月に静岡県で開催される

東海大会へ出場します。 

 

西尾 琉貴さん（6年）ジャベリックボール投 

安藤 心菜さん（6年）ジャベリックボール投 

沼田小百合さん（6年）100ｍ 

 

 

“親子の楽しい料理教室”参加者募集！ 

テーマ：夏バテに負けない♪さわやかな夏のお料理 

暑い夏でもおいしいメニューです。夏休みの思い出に、親子で一緒に料理を作

りませんか？ 

メニュー：レモンチキン、夏野菜のサラダ、ジャガイモのニョッキ 

日にち：8 月 16 日(木) 

時 間：9 時 30 分～12 時 30 分 

会 場：陶コミュニティーセンター 調理室 

対 象：親子（小学生以上） 

※お子さんだけでの参加も可能です。 

持ち物：エプロン、三角巾 

参加費：無料 

申込み期限：8 月 9 日(木)17 時まで 

申込み・問合せ先：瑞浪市保健センター（☎ 68-9786） 

（瑞浪市食生活推進協議会 陶支部 主催） 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込み・問合せ先 ➽ 陶公民館 ☎ 65-2112 

 

●冷やして食べる 桃のタルト 

講師）土本美香 先生 

開講日時）8 月 18 日(土) 13 時 30 分～15 時 30 分 

場所）陶公民館 調理室  定員）10 名 

対象）小学生以上（低学年は保護者同伴） 

持ち物）エプロン、マスク、三角巾 

材料費）1,500 円（当日徴収します） 

申込期限）8 月 6 日(月)17 時まで 

 

●夏休み子ども工作教室 ～夏休みの工作にいかが？～ 

開講日）8 月 11 日(土) ※時間は作品によって異なります 

場 所）陶公民館 会議室 

申込期限）両コースとも、8 月 3 日(金)17 時 

 

★モザイクタイルコース（10 時～、11 時～）※両方の参加もＯＫ！ 

材料費）①コースター…200 円、②写真立て…300 円 

定 員）各回 20 名 

対 象）３歳児から（小学 3 年生以下は保護者と参加して下さい） 

所要時間）約 30 分※出来上がり時間には個人差があります。 

気に入ったタイルを選んで木工用ボンドで

木枠にくっつけたらオリジナル作品の出来

上がり。たくさんのかわいいタイルの中か

ら選べるよ！ 

 

★くるくる万華鏡コース（13 時 30 分～） 

材料費）1,200 円  定員）10 名 

対象）小学生以上（小学 3年生以下は保護者と参加して下さい） 

円板に色をぬり、ラインストーンやシールを貼って本体

に取り付けます。中をのぞいて円板を回すと…、 

←こんな不思議な模様があらわれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

陶町の人口動態（7/1 現在） 増 減 

世帯数 1,437 世帯 ±0 

人 

口 

男 1,544 人 ±0 

女 1,792 人 -2 

計 3,336 人 -2 
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 

 

ホームページ ＱＲコード 

 

水位が危険水域に達すると、赤色灯が回転し、
サイレンが鳴るとともに近隣住民をはじめ、関
係者には瑞浪市から E-mail にて緊急連絡が入
るシステムを構築しました。 

被害現場付近での土のう作り
体験。実際に約 100 袋に砂を
入れ積み上げ作業を体験し、 
その後土のうを備蓄しました。 
（7 月 23 日実施） 

写真はイメージです 

公民館講座 受講者募集 

 

■7 月 14 日(土) 大川祇園祭り ■7月 21 日(土)水上祇園祭り 
今年も夏祭りの季節。陶町内にも祭囃子の音が聞こえてきたよ。 
大川地区と水上地区の祇園祭。提灯で飾られた山車や子供たちのお囃子、盆踊りでと
ても賑やか。ボクもゆかたを着てみんなと一緒に踊ったよ。 

８月 すえっこくん 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。 

● 3日(金) 美濃源氏七夕まつり ゆるキャラステージ（18時 40分～）瑞浪駅前会場 

● 5日(日) クレイオブジェ Jr.コンテスト 表彰式（14時～）瑞浪駅前会場  

●15日(水） 猿爪区夏祭り（17時～21時）陶ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ前 

●24日(金） お年寄りと子供の夏祭り（9時 30分～11時 30分）陶児童館 

●25日(土） どんぐり工房夏祭り（10時～15時）どんぐり工房 

●26日(日）Gifu フェス in瑞浪（10時～14時）瑞浪市総合文化センター 

※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。 

ゆるキャラグランプリ 2018 
今年もエントリーしたよ！ 8 月 1 日から投票開始！ 
みんな応援してね(^o^)丿 



※講 は公民館講座を表します。 

 

 4日㈯ 講藍の生葉染め（10：00～12：00） 

 9日㈭ 講かおるハーバリウム（19：00～20：30） 

 11日㈯ 講夏休み子ども工作教室～モザイクタイル工作コース（10：00～11：30） 

  講夏休み子ども工作教室～くるくる万華鏡コース（13：30～14：30） 

 13日㈪ 陶祖祭 

 15日㈬ 猿爪区夏祭り 

 18日㈯ 講冷やして食べる 桃のタルト（13：30～15：30） 

 24日㈮ お年寄りと子どもの夏まつり（9：30～11：30） ※今年の会場は陶児童館です！ 

 25日㈯ サロン一歩（9：00～11：00） 

 26日㈰ 瑞浪市ティーボール交流会 

 

 

地 区 資源ごみ 不燃ごみ 

猿  爪 14日㈫ 27日㈪ 

水上・大川 15日㈬ 28日㈫ 

 

 

 
 

 
６月２８日(木) 寿大学の学生 23 名のみなさんが、

恵那市串原にあるささゆりの湯で温泉と軽スポーツを

楽しみました。 

曇り空の蒸し暑い日でしたが、参加者のうち 5 名の方が

グラウンドゴルフを楽しみました。  

ボールは気持ちよく飛び、ポストまで一直線!?…とは
いきませんでしたが、いい汗がかけました。 

 

その後、ささゆりの湯で心も体もリフレッシュ。

さっぱりしたあとは、おいしい昼食に舌鼓。 

ゆっくり温泉に入り、おしゃべりに花が咲いた
一日になりました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１６．胸像二体 

陶では毎年 8 月 13 日に桜ヶ丘公園にある陶祖碑

の前で陶祖祭が執り行われます。今回はその陶祖祭

にちなみ陶町の陶磁器産業に功績のあった人物の立

派な胸像二体を紹介したいと思います。 

 

○曽根昇三（M24～S24）像 

明治 43 年（1910 年）陶の陶磁器産業の実質的陶

祖である曽根庄兵衛の山庄製陶所を継いでいた曽根

猪之助が没すると、その息子の初代曽根昇三が後を

継ぎました。初代曽根昇三は、石炭窯の導入、磁器タ

イルの生産、トンネル窯の導入などで、陶のみならず東

海地区の窯業の近代化に大きな功績を残しました。 

 昭和 35 年（1960 年）『曽根 100 年祭』が領分立工場で盛大に催された際、初代曽

根昇三の銅像が建立されました。銅像は今、桜ヶ丘公園で陶祖碑・祖父にあたる庄兵

衛の紀㓛碑と向き合って進取の精神の大切さを伝えています。 

○伊藤嘉市（M23～S39）像 

大正 7 年（1918 年）山五陶業は創業者伊藤五郎右衛門

の他界により伊藤嘉市がその後を継ぎました。嘉市は技術力

で会社を着実に成長させると共に、社長業の傍ら恵那陶磁

器工業組合の理事長、陶町長などをも勤め、陶の発展に多

大な功績を残しました。また、昭和 31年には岐阜県産業人初

の藍綬褒章を受章しています。 

昭和 26 年 嘉市社長の還暦を祝って労働組合員がお金

を出しあいブロンズ製の胸像を贈りました。従業員（組合員）と

共に汗する労使協調の鑑だった人でした。 

 今は旧山五の食堂横で、大規模ソーラーの地となった工

場跡地を見つめ鎮座しています。モクモクと煙を出した昔とクリ

ーンなソーラーと、あるいは騒々しかった昔と静かな今を対比

して感慨に浸っているのでしょうか。 

  

 

「大正琴の会のみなさんと七夕会をしました」 
7 月の七夕会に大正琴の会の方に 3 名、

来ていただき、『うさぎとかめ』の童謡や『七

夕さま』『陶幼児園の歌』など奏でてくださ

いました。「すごいね！」「ビヨ～ンの音がき

れいだね！」と子どもたちも大喜びでした。

「あんまり練習ができなんだで…」と謙遜さ

れていましたが、子どもたちのために一生懸

命練習してくださり…素敵な音色のプレゼ

ントをいただきました。感謝の気持ちでいっぱいです。短い時間でしたがと

ても楽しい時間を過ごすことができました。 

 

「宅老所へ行ってきま～す！」 
幼児園の子どもたちがグループごとに宅老

所へ出かけています。おじいさん、おばあさん

たちと一緒にうたを歌ったり、体操をしたり

…ふれあいを楽しんでいます。「子どもたちか

ら元気をもらえる！」と喜んでもらえますが、

子どもたちもおじいさん、おばあさんから元気をもらって帰ってきます。 

 
地域の方々とのふれあいを通し、人や地域とかかわることの好きな子ども

に育ってほしいと願っています。 
地域のみなさん、これからもよろしくお願いします。 

 

 

 

 

主に毎週水曜日、午後３時頃から陶町内を巡回す

る「青色防犯パトロール」。 

皆さんご存知でしょうか？ 

主に下校時の子どもたちを見守り、地域の皆さん

の安全に対する関心を高めるため、日々活動してい

ます。 

陶町メンバー代表の伊藤正義さんを含め総勢 12 名

の皆さんが毎週交代で巡回するボランティア活動。 

子どもの安全、地域の

安全を守るためにも継続的な活動に繋がるよう日々尽

力されています。 

この青パト活動で子どもたちの安全見守り等に協力

していただける方を募集しています。 

興味のある方は、陶公民館まで問合せください。 

（ ☎ 65-2112 ） 

 

 

 

朝から気温 30℃を越す 7 月 19 日(木)、クラウンカントリークラブを舞台に 

第 25 回陶町民ゴルフ大会が開催されました。 

フェアウェイに立てば多少は涼やかな風があるものの、好天に恵まれて大変な

暑さ！しかしその暑さ以上に 57 名の参加者は熱くプレーを楽しんでいました。 

【大会結果】 

優勝 永井 嗣実さん ／ ２位 中村志保子さん ／ ３位 伊藤 賢吾さん 

 

  

陶寿大学 温泉と軽スポーツを楽しみました 

第 25 回陶町民ゴルフ大会 開催結果 

青色防犯パトロール 陶の安全を見守ります 

※紙類は資源ごみの日に回収します。 

瑞浪市民図書館だより

オススメ！陶分室の本『 食べる禅 』三才ブックス 刊 

仕事や家事などの追われる忙しい日々。モヤモヤやイライラを禅の
食事で解消しましょう。姿勢を正して、おだやかな作法で心と体を
整えます。ゆるやかな時間を楽しんでください。 

6月の陶分室  ■貸出人数： 29人 

■貸出冊数：132冊 

【お詫びと訂正】 
陶コミュニティー通信７月号掲載記事「瑞浪市消防操法大会第五分団準優勝！」に、“門野
本部長と成瀬分団長”との標記がありましたが、正しくは“門野分団長と成瀬本部長”でした。
関係各位には深くお詫び申し上げ、ここに訂正いたします。 


