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●展示の部● 会場：陶公民館 

開催日時：20 日(土)午前 9 時～午後 8 時 21 日(日)午前 9 時～午後 4 時 

 

{主な展示作品} 

ポーセリンアート、油彩画、水彩画、日本画、水墨画、押し花作品、和小

物、ハーバリウム、クロスステッチ作品、手作りハタキ、ポシェット、書

道、木彫、写真、生け花、陶芸作品 他 

 

★☆ シャトルバス運行のお知らせ ☆★ 
21 日(日)のみ陶町内巡回バス及び、陶公民館⇔サニーヒルズ

間のシャトルバスを運行します。発着時刻詳細については、後

日配布されるチラシをご覧ください。 

 

 

 

 

 

陶与左衛門窯にて年に一度の焼成が行われました。 

9 月 20 日(木)9 時から火入れが始まり、火を絶や

すことなく地元町民のボランティアの皆さん、町外

からの陶芸愛好家の皆さんの協力のもと昼夜交代

で薪をくべ続けました。 

23 日(日)には与左衛門

窯まつりも行われ、窯の

見学や焼成体験ができ、

訪れた方も窯の熱さや大きさに驚いていました。 

そして、24 日(月)午後 2 時に焼成が無事終了。窯出

し作業は 9 月 30 日(日)9 時から行われ、約 3,500 点

の作品がお目見えします。 

問合せ先：陶与左衛門窯 ☎ 0572(65)3776 

 

 

 

今年も陶町民はじめ陶町に縁の

ある皆さんの絆を深めるため

「ふれあい広場」を開催します。 

メインイベント、42.195km を猿

爪・水上・大川の３地区がバトン

を繋ぐ“絆マラソン”をはじめ、

長靴投げ、地区別対抗綱引き、豆

つかみ、ストラックアウトビンゴ、などなど、

バラエティ豊かな競技やゲームを楽しみまし

ょう。特に、“絆マラソン”は 200m トラックを

210 周するため多くの方の協力が必要です。競

技やゲームに参加された方には、協力団体によ

るトン汁やおにぎり、お菓子を用意。年齢・性

別無関係！小さなお子さんからシニアの方ま

で皆さんの参加、お待ちしています。         《前回の様子》 

 

 

 
7 月 1 日（日）の予選を勝ち上がった水上２・３
号チームと西町・学校前・あけぼの台チームは、
９月にナイタ―で決勝戦を行う予定でしたが、予
備日を含め予定した３日間全て雨となり、両チー
ム話し合いの結果、両チーム優勝となりました。 
 両チームは昨年も決勝で対戦しており、この時
は西町・学校前・あけぼの台チームがタイブレー
クの末、勝利しています。水上２・３号チームの
雪辱は来年にお預けになりました。 
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●芸能の部 ＆ バザー出店● 会場：サニーヒルズみずなみ 

開催日時：21 日(日) 開会式：午前 10 時 00 分～午前 10 時 15 分 

イベント等：午前 10 時 15 分～午後 3 時 

{主な演目} 

舞踊、コーラス、子どもお囃子、フォークダンス、うた＆リズム、モダン

バレエ、ギターマンドリン 

歌謡ショー（出演：坂井千春-徳間ジャパン-） 

 

{バザー出店} 

野菜・果物販売、米・もち米販売、鴨串、五平餅、豚

汁、パン、クッキー等販売、焼き鳥、綿菓子、ポップコ

ーン、野点、ヨーヨー釣り 他 

 

 

 

 

 

 

“スマホにしたけど使い方がよくわからない…”、“もっとスマホを活用したい！”と思っている

方にオススメ。スマホやタブレットの便利な使い方をたくさんマスターしましょう。 

 

■開講日：10 月…26 日㈮、11月…2日㈮、9 日㈮、16 日㈮ 

■時間：19時～20時 30 分 

■会場：陶公民館 会議室 

■受講料：2,000 円（4回分）＋ テキスト代 500 円 

■受講対象：スマホ、タブレット使用初心者。又はレベルアップしたい方。 

年齢・性別制限ありません。 

■お申込み・問合せ先 陶公民館 ☎ 65-2112 

※らくらくフォンをお持ちの方の受講も大丈夫です。ただし、使用可能な機能に若干制限が

生じます事ご了承ください。 

 

 

 

陶町教育講演会として観劇が上演されることになりました。 

入場無料・全席自由 どなたでもご覧いただけます。 

 

■演 目：「はなのき村」（新美南吉 作「花のき村と盗人たち」より） 

■出 演：劇団うりんこ 

■開演日：㍻ 30年 10月 22 日(月) 

■開演時間：10時 40分～11時 50 分（受付 10 時 25 分～） 

■会 場：陶小学校 体育館 

■駐車場：体育館前駐車場、陶児童館前保護者駐車場 

主催：陶町青少年育成町民会議／主管：陶小学校／後援：陶町連合区会 

問合せ先：陶小学校（ ☎ 65-2029 ） 

 

 

 
陶町猿爪地区本町通りには、小ぶりでかわいらしい
“アートこま犬”が並んでいます。市内にある中京
学院大学短期大学部学生さんの企画で、地域活性化
プロジェクトの一つとして実施。それぞれのこま犬
は、このプロジェクトに参加してくれた方達の作品
で陶町大川にある“陶与左衛門窯”で焼かれました。 

カラフルで個性豊か
な作品の数は約 560 体もあり、各作品にはこま犬製
作者の名前が描かれた陶板も一緒に並べられていま
す。その作品の中には陶小学校４年生児童 18 名の作
品も並んでいます。かわいらしいこま犬が並ぶ本町
通り、是非ご覧ください。 
作品は 10 月末まで展示予定です。 

★見学の際には、車の駐停車など近隣にお住まいの方の迷惑にならないよう、十分ご

注意ください。 

  

陶町の人口動態（9/1 現在） 増 減 

世帯数 1,434 世帯 -1 

人 

口 

男 1,534 人 -3 

女 1,785 人 -4 

計 3,319 人 -7 

陶町民野球大会 熱戦を制したのは…？ 

みんな集れ！ ふれあい広場開催のお知らせ 

陶与左衛門窯 焼成無事終了 

アートこま犬 陶町本町通りを彩る 

陶町教育講演会 開催のお知らせ 

公民館講座 スマートフォン、タブレット講座受講者募集中 
（申込み〆切：10 月 12 日㈮） 

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 

 

●開催日時：平成 30 年11 月4 日（日） 

9 時～12 時 50 分（予定） 

8 時 20 分～受付 

●会 場：陶小学校グラウンド 



※講 は公民館講座を表します。 

日・曜日 行事内容 

1日㈪ 講 らくらくピアノ（10：00～11：30） 

7日㈰ 水上神社秋季例大祭 

8日㈪㊗ 瑞浪市福祉まつり 

11日㈭ 講 だし活料理教室（10：00～13：30） 

14日㈰ 八王子神社秋季例大祭 

15日㈪ 講 らくらくピアノ（10：00～11：30） 

18日㈭ 陶寿大学 大運動会（10：00～14：00） 

22日㈪ 陶町教育講演会 

25日㈭ 講 ハーブ活用講座（19：00～21：00） 

26日㈮ 講 スマートフォン、タブレット講座（19：00～20：30） 

27日㈯ サロン一歩（9：00～） 

28日㈰ 猿爪天神社秋季例大祭 

 

 

地 区 資源ごみ 不燃ごみ 

猿  爪 16日㈫ 24日㈬ 

水上・大川 17日㈬ 25日㈭ 

 

 

 

 

18．常夜灯 

仏前の燈明台から派生した石灯籠は、江戸時代には神社境内に「境内灯籠」として

奉納されるようになり、更に境内灯籠より大型の「辻灯籠」が村内の辻、神社への辻にも

造られるようになり「常夜灯」と呼

ばれるようになりました。常夜灯は

火防・村内安穏を願って秋葉山

信仰と結びついて「秋葉辻灯籠」

とも呼ばれています。 

江戸時代の文化・文政の頃に

は台石を高く積んだり、笠の反りを

大きくしたりして壮大な感じを表現

し、実用面ばかりでなく村の象徴

として優美な常夜灯が造られるよ

うになりました。陶の常夜灯もこの

頃に造られています。 

近年、火が灯されることはなく

なった常夜灯はその役目を終え、

信仰からも象徴からも離れて、た

だの石積みとなってしまった感が

しますが、日本独特の優美な曲線と風情を持つ常夜灯を石積みで終わらせるのはもっ

たいない気がします。10 月には猿爪・水上・大川の各神社で秋祭りが開催されます。参

詣の際、今一度しげしげと眺めてみてはいかがでしようか。 

 

 

 

 

 

 

 

9 月 2 日(日)実施されました、陶町環境整備作業では多

く町民のみなさんにご協力いただき大変ありがとうご

ざいました。 

各地区背丈の高くなった草の伐採や側溝の清掃など大

変な作業が多く暑さが残る時期でしたが、皆さんケガ

もなく無事終えることができました。 

  

 

 
 8 月２４日(金) 毎年恒例になりました

『お年寄りとこどものつどい』夏まつりが、

今年度は幼児園が改修工事のため、児童館

にて地域の皆様のご協力のもと盛大に開催

されました。地域の方、児童館の先生方、

幼児園保護者会の方々、ご協力ありがとう

ございました。 

当日は、あいにくの雨模様となりましたが…幼

児園の親子のほかにも、小学生や地域の方で賑わ

いました。各コーナーでは担当してくださるお年

寄りの方々が子どもたちに優しい言葉をかけてく

ださり、素敵なふれあいが所々で見られ、心がほ

んわかあったかくなりました。 

祭りの終わりには恒例の風船飛ばし。この時

だけは雨もやみ、色とりどりの風船が空高く上

がっていきました。子どもたちの思いを乗せて

飛んで行った風船…今年は風向きが良くなかっ

たのか返信があったのは 1 件のみで少々残念で

したが、幼児園の子どもたちにとっては、自分の

手で風船を飛ばせたことが何よりも心に残った

ことと思います。 

陶町の地域の皆様のあたたかさに支えられ、 

幼児園の子どもたちはとても幸せです。 

 
 

 

 
9 月 2 日(日)、陶小学校運動場にて消防団市長特別点

検が行われ、普段からの訓練の成果を市長他関係者に

披露しました。 

市長より、「6 月の操法での成績にふさわしい立派な

姿。極めて、極めて優秀な皆さんの姿を拝見すること

ができました」との言葉をいただきました。 

第五分団のみなさん、関係者のみなさん、大変暑い中

お疲れ様でした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

陶町環境整備作業 ご協力ありがとうございました。 

第五分団 市長特別点検 

※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『社会人の最新マナー大全』明石 伸子 著 

なかなか学校などでは学ぶことができないマナー。それでも社会人
になると必要になります。この本では、間違いやすいマナーをラン
キング形式で紹介しています。 

８月の陶分室  ■貸出人数：27人 

■貸出冊数：108冊 

猿爪の常夜灯が記された古地図 

その後、天神社に移されました。 

猿爪天神社の常夜灯 

文化 7庚年（1811年） 

全高 359cm 

水上市場平の常夜灯 

文政 4 辛巳年（1821年） 

全高 275cm 

八王子神社下の常夜灯 

文化 3季丙寅（1806年） 

全高 326cm 

 

10 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。 

●21日(日) サニーヒルズ祭（9時 45分～14時）サニーヒルズみずなみ  

●28日(日） 明智町大正村かえで祭り 

※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。 

8 月 1 日から投票開始されているゆるキャラグランプリ 2018。 
みんな、投票の手続き＆投票はしてくれているかな？ 
投票は 11 月 9 日(金)18 時までだよ。 
9 月 25 日現在、すえっこくんは 507 キャラ中 330 位！ 
一日一票の投票ですえっこくんを応援してね(^o^)丿 

■9 月 23 日(日) 
陶与左衛門窯まつり 

■9 月 1 日(土) 
中仙道チャリティー夏まつり 

雨が心配だったけど、
最後まで参加したよ。 

ちょっとお手伝い。 
ボクも焼成祈願 
しようかな…。 


