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10 月 20 日(土)、21 日（日）開催しました陶町文化祭では 2 日間で約丸 698 名の

方が、10 月 21 日（日）に開催しましたサニーヒルズ祭では約 800 名が来場。両

日とも好天に恵まれ、たくさんの方にお越しいただき大変盛況に終えることがで

きました。 

展示会場には、クロスステッチの作品、木彫、陶

芸、パステル画、水彩画などの作品が並び、それ

ぞれの作品をじっくりと眺める来場者のみなさ

ん。様々な芸術作品がこれだけ一堂に集ることは

ない機会のため、皆さんが時間をかけて作品をゆ

っくりとご覧になっていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ ◆ ◇ ◆ 日帰り研修 ◆ ◇ ◆ ◇ 
9 月 25 日(火)、出発時は生憎の雨模様でしたが陶寿大学の学生 29 名のみなさん
で、各務原市にある『岐阜かかみがはら航空宇宙博物館』と『岐阜県世界淡水魚園
水族館 アクア・トトぎふ』へ日帰り研修に出かけました。 

今年の 3 月にリニューアルした『航空宇宙博物館』では、“航空エリア”と“宇宙
エリア”を見学。各エリアで詳しい解説を聞き、所狭しと並ぶ飛行機をじっくりと
見学。 
続いて『アクア・トトぎふ』を訪れ、“川のいきものたち”の勉強をした後、館

内を自由見学。オオサンショウウオやコツメカワウソ、世界の淡水魚など、珍しい
魚を観ることが出来ました。ゆっくりと観察もでき、皆さんとても楽しい時間が過
ごせました。 

 ◇ ◆ ◇ ◆ 大運動会 ◆ ◇ ◆ ◇ 
10 月 18 日(木)、陶児童館に於いて陶寿大学の大運動会が行われました。紅白に別
れていざ競技開始！パン食い競争、大玉転がし、スプーンリレーと競技が目白押し。
また、児童館の“ひよっこ”のみなさん、幼児園の園児のみなさん、宅老所の利用
者のみなさんとも一緒に競技を楽しんで、ケガなく元気に行うことができました。 
遊戯室で開催した屋内での運動会でしたが、「気持ちよく、楽しく運動が出来て良
かった！」と、みなさんとても気分爽快な様子でした。 

 

 

 

毎年、瑞浪南中学校の生徒さんが育てた鉢植えをいただ

いています。 

今年も生徒さんが種から大切に育てた鉢植えのお花を、

生徒会の役員さんが陶公民館に届けてくれました。今年

の鉢植えは「ニチニチソウ」。 

陶公民館で、かわいらしい花を咲かせています。 

 

★ニチニチソウの花言葉…楽しい思い出、友情 

  

 
 

サニーヒルズ祭では、野点や焼き鳥、新鮮野菜や地元で獲れたお米の販売など多種多様な

お店がたくさん。中学生ボランティアがヨーヨー釣りで小さなお子さんを楽しませたり、

募金活動を手伝ったりなど、積極的に活動する姿を見ることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

ステージでは、陶幼児園のみなさんによる歌やダンスの披露、日頃の練習の成果を披露し

ていただいたコーラス、ギター＆マンドリン演奏、日舞などが次々と登場。歌謡ショーで

はナツメロも歌われ、訪れたみなさんを楽しませる内容が盛りだくさんでした。 

 

出演者の皆さんをはじめ、バザー出店者の皆さん、その他設営等にご協力いただ

いた皆さん、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

陶に落語がやってくる！ 

熟練の話芸、ユーモアあふれる落語の魅力をお届けします。 

また、落語以外にも漫才や太神楽と、大人から子どもまで楽

しめる内容盛りだくさん。 

出演者と観客との距離も近く、とてもフレンドリーな寄席
よ せ

が味わえます。平成最後の年末、あ・うん落語会で笑って

締めくくりましょう。 

 

■開催日時：12 月 2 日(日) 開場 13 時 30 分、開演 14 時～ 

■会 場：陶公民館 多目的ホール 

■出演者：★落語…桂 米福（真打）、桂 鷹治（二ツ目） 

★漫才…宮田 陽・昇 ★太神楽曲芸…鏡味よし乃 

■入場料：高校生以上 1,500 円、小・中学生 500 円、未就学児無料 

※全席自由（お早目のチケット購入をオススメします） 

■チケット取扱い場所：陶コミュニティーセンター、瑞浪市総合文化センター 

※11 月 1 日より販売開始予定 

■主催：陶町明日に向って街づくり推進協議会 後援：陶公民館 

■問合せ先 陶コミュニティーセンター（ ☎ 65-2111） 

 

 

 

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地区が協力し

て走る “絆マラソン”をはじめ、

地区別対抗綱引き、豆つかみ、豪華賞品を用意したビンゴ、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。 

“絆マラソン”では 200m トラックを 210 周して、アジア大会女子マラソン 2

位の野上恵子選手の記録“2 時間 36 分 27 秒”に挑戦！ 

参加者の皆さんで走り抜きましょう。 

 

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。 

 

 

当日は陶町イメージキャラクター“すえっこくん”の誕生会もあります。 

みんなで、すえっこくんの誕生日をお祝いしてくださいね。 

  

陶町の人口動態（10/1 現在） 増 減 

世帯数 1,430 世帯 -4 

人 

口 

男 1,529 人 -5 

女 1,785 人 ±0 

計 3,314 人 -5 

瑞浪南中より鉢植えのお花をいただきました 

元気いっぱい！ 陶寿大学の皆さん 

11 月 4 日（日） ふれあい広場開催！ 

陶町 あ・うん落語会 開催のお知らせ 

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 

2日㈮ 講 スマートフォン、タブレット講座（19：00～20：30） 

4日㈰ ふれあい広場（8：20～受付） 

5日㈪ 講 らくらくピアノ（10：00～11：30） 

8日㈭ ひなたぼっこの集い 

9日㈮ 講 スマートフォン、タブレット講座（19：00～20：30） 

11日㈰ 
陶町民インディアカ大会 

小里川ダム 湖周ウォーキング 

15日㈭ 講 だし活料理教室（10：00～13：30） 

16日㈮ 講 スマートフォン、タブレット講座（19：00～20：30） 

17日㈯ すえふるさと福祉村 健康講座（13：30～） 

18日㈰ 

資源回収（幼・小・中 合同） 

瑞浪市農業祭 

大やきいも大会 

19日㈪ 講 らくらくピアノ（10：00～11：30） 

22日㈭ 講 ハーブ活用講座（19：00～21：00） 

23日㈮ 瑞浪市健康まつり 

24日㈯ 
サロン一歩（9：00～） 

陶与左衛門窯 蔵出し市 

25日㈰ 陶与左衛門窯 蔵出し市 

27日㈫ 講 作って味わう世界のパン（9：30～13：30） 

 

 

地 区 資源ごみ 不燃ごみ 

猿  爪 13日㈫ 26日㈪ 

水上・大川 14日㈬ 27日㈫ 

 

 

 

19．道祖神 

『道祖神』は路傍の神であり、私たちには馴染みの深い神様である。 

旅の途中、いろいろな場所で「道祖神」と記した碑を見ることがあります。松尾芭

蕉の「奥の細道」では旅に誘う神様として冒頭に登場します。旅にも様々な旅があり、

旅の途中で出会う道祖神にはなんとなくロマンを、郷愁を感じます。 

 道祖神は、旅の安全を守る神様でもありますが、元々は中国の神で、道中の安全

と道案内を務める神でした。日本の神話に登場する猿田彦（高天原への道案内）と

は同じ役になります。その神が日本の農耕社会の中で、村境や峠の道端に祀られ、

悪霊・邪悪・病魔などが入り込まぬよう境を守る神、通行を守る神、田畑を守る神と

なり「道祖神」と呼ばれるようになったのです。近世では旅の安全、交通安全の神とし

て信仰されているようです。 

 陶の道祖神も中馬街道の往来が盛んなころ、窯関連の荷馬車の往来を、あるい

は参詣講の旅人を、または遠く信州からの荷物を見守った事でしょう。 

 上手玉喜氏著の「陶町の石造物」に猿爪で 1基、水上に 6基、大川に 1基の道祖

神が載っていますが、大川十三塚のもの（塔身 33cm）は発見できませんでした。残り

の７基と吹越峠吉良見側のものを加え 8基の道祖神が確認できましたのでその場所

と写真を記載します。陶コミ通信では東町の確認結果（場所と写真）のみ記載します

が、それ以外の水上・大川の確認結果は「すえっこぽっけ」のホームページに記載し

ますので興味のある方はご覧ください。 

大川十三塚のもの、何処にあるかご存知の方は陶コミュニティーセンターまで連

絡くだされば幸いです。 

  

 

 

「おおき～い！おいも！」「すご～い！」 
 10 月 12 日（金）に社協陶支部と長寿会の

みなさんが、陶幼児園の子どもたちと一緒に、

児童館横の畑にてさつま芋掘りをしてくださ

いました。 

 さつま芋の苗植えも、幼児園ペアに一人ずつ

付いて指導していただきましたが、今回もペア

に…「あっ思い出した…伊藤さんだぁ！」「名

前は忘れちゃったけど…確か青の帽子のおじ

さんだった！」と 4 ヶ月ぶりの再会を楽しみにする場面も見られました。 

 「あんまり今年は出来が良くないで期待し

んほうがええかも…」と社協陶支部の方は言

ってみえましたが、いざ掘り出すと大きなさ

つま芋が…子どもたちは大興奮で「ねえ！見

て！でっかい！」「おじさん！手伝って！一人

じゃむり～」と一緒に楽しくさつま芋を掘る

ことができました。園に持ち帰る時も、わが

子のようにさつま芋を大事に抱きかかえる姿

に、心が温かくなりました。 

お土産として家に一人一本ずつ持ち帰りました（残りは給食やおやつに…）。 

休み明け「ママとお姉ちゃんと

スイートポテト作ったの！」「お

芋の天ぷらにしたよ！」「大学芋

作ってもらった！」と嬉しそう

に話してくれる子がいっぱいで

した。 

子どもたちが貴重な体験ができ

るのも、陶の地域のみなさんの

ご協力のおかげです。ありがと

うございます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

※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『情けは宇宙のためならず』須藤 靖 著 

銀河には生命がいて、高度な知的文明すらも存在すると主張する須
藤氏。注目の宇宙物理学者がこの世の森羅万象を一刀両断。世界の
「見方」が変わる最新宇宙論入門。 

９月の陶分室  ■貸出人数：26人 

■貸出冊数：83冊 

 

  11 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。 

●4日(日) ふれあい広場（9時 00分～12時）陶小学校グラウンド  

●18日(日） 大やきいも大会（10時～14時）おばあちゃん市 山岡 

※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。 
10 月 22 日現在、すえっこくんは 507 キャラ中 329 位！ 
一日一票の投票ですえっこくんを応援してね(^o^)丿 

■10 月 21 日(日) サニーヒルズ祭 
今年のサニーヒルズ祭は、とってもいいお天気。コーラスや 
ギター＆マンドリンの演奏を聴いて、舞踊も観たよ。フライド
ポテトや焼き鳥のお店もあって、とても賑やかだった。 
ボクもたくさんの人にご挨拶できて楽しかったよ。 

 

 

②東町領分立境 

（田代への道） ②東町領分立境 

（田代への道） ①吹越峠吉良見側 

（中馬街道） 

11 月 19 日はすえっこくんの誕生日。 
11 月 4 日（日）のふれあい広場では、
すえっこくんのお誕生会があります。 
みんな、お祝いにきてネ！ 

ゴミは正しく分別し、 
決められた場所 
・日時に出しましょう。 


