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･･･ポインセチア〔祝福する、幸運を祈る〕／ ･･･タンザナイト〔生きる喜び、逆転〕  
 

 

 

 

11 月 4 日(日)、陶小学校グラウンドにて「第 32 回ふれあい広場」が開催され、

約 250 人の参加者で場内は盛り上がりました。 

 

猿爪・水上・大川の三地区でバトンをつなぐ“絆マラソ

ン”。今年の目標タイム 2 時間 36 分 27 秒を目指し挑

戦。見事、2 時間 36 分 23 秒というタイムで目標記録を

上回りました。 

 

 

 

 

 

 

 

《今年もたくさんの風船が空に放たれました》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【クリスマスケーキ作り】 講師：土本 美香さん 

・日時 12 月 23 日(日)13：00～ 

・会場 陶公民館 調理室 

・対象 小学生以上（低学年は保護者同伴） 

・定員 12 名 

・費用 1,500 円（材料費として） 

・持ち物 エプロン、三角巾、マスク 

・申し込み期限 12 月 14 日(金)17 時まで 

※ケーキの飾りなどを増やしたい方は各自で持参してください。 

持ち帰り用の箱はこちらで用意します。 
 

【男のええ加減料理教室 ～スマホの料理アプリを活用した簡単クッキング】 

講師：Mamma Cooking 倶楽部  ・日時 12 月 14 日(金)18：30～ 

 ・会場 陶公民館 調理室 

 ・対象 男性（年齢問わず） 

 ・定員 9 名 

 ・費用 500 円（材料費として） 

 ・持ち物 エプロン、三角巾、マスク 

 ・申し込み期限 12 月 7 日(金)17 時まで 

 
 
 
 
 

 

 

11 月 11 日(日)、陶小学校体育館にて、陶町民

インディカ大会が開催されました。約 70 名の

参加者があり、子どもから大人まで一緒にイン

ディアカを楽しみました。 

 

 

 

 

 

 
三地区対抗の綱引き。地区ごとの男女別総当た

り戦で対決！小さなお子さんから大人までが力

を合わせてがんばりました。 

 

運動のあとは温かいとん汁とおにぎりでほっと一息。 

しめくくりのビンゴゲームでは、地元菓子店の和菓子や町内

ゴルフ場で使える商品券、地元産のお米などの豪華景品が用

意され、みなさん番号の発表に一喜一憂。 

外れた方には参加賞の陶磁器製品やポップコーン、お菓子が手渡されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 月 18 日(日)に開催された中山道駅伝・高校男

子の部で土岐商業高メンバーとして、陶町出身の福

岡鉄太さん（1 年）と東川礼憧さん（1 年）が見事

区間賞の成績を修め、チームの優勝に貢献しまし

た。 

土岐商業高は 11 月 25 日(日)に愛知県で開催の東

海駅伝に出場。 

中学生の頃にも瑞浪南中学陸上クラブで活躍して

いた二人。高校生になってより一層後輩たちが目指

す先輩へと成長し、今後の活躍にも注目です。 

 

これからの活躍がますます楽しみです。 

 

11 月 12 日、瑞浪市役所にて功労者表彰式が開催されました。 

陶町では以下の皆さんが表彰されました。 

 ◎社会福祉功労：中村 淳司さん（保護司） 

 ◎消防功労：小池 規夫さん（消防団員）、永井 等さん（消防団員） 

 ◎善意・善行：小里川ダム里山教室様  ◎感謝状：伊藤石材店様 

 ◎教育関係職員：伊藤 恭司さん、羽柴 誠さん 

 ◎児童、生徒、学校：安藤 心菜さん 

 

 

 
陶町内主要道路を中心に清掃奉仕作業を行います。作業内容はゴミ拾い 

など簡単な作業です。皆様、ご協力よろしくお願いします。 

〔実施日時〕平成 30年 12月 2日(日) 8時～9時（予定） 

〔集合場所〕大川地区 喫茶『カトレア』前 県道広場 

〔駐車場〕羽柴コーポレーション（旧ヤマカ食品）前、大川石油跡地 

※案内看板に従ってください。 

〔持ち物〕軍手、火バサミ ※ゴミ袋は支給します。 

〔主な清掃箇所〕国道 419号線沿い、363号線沿い、県道 20号線沿い、 

メロディー橋からダム入り口近郊 など。 

主  催：陶町明日に向って街づくり推進協議会 

協力団体：陶町連合区会、ゴールド会、31・32 年会、猿爪長寿会、水上長寿会 

大川葉桜会、どんぐり工房保護者会、瑞浪市役所陶会 

  

陶町の人口動態（11/1 現在） 増 減 

世帯数 1,426 世帯 -4 

人 

口 

男 1,523 人 -6 

女 1,776 人 -9 

計 3,299 人 -15 

陶町民インディアカ大会結果 

公民館講座 受講者募集 申し込み先：陶公民館（ ☎ 65-2112） 

清掃奉仕作業 ご協力のお願い 

瑞浪市 功労者表彰・教育功労者表彰 

中山道東濃駅伝 区間賞の力走 

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 
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《すえっこくんも応援》 

総合優勝 
猿爪区 ご協力ありがとうございました。 

■ビンゴ景品提供…㈱クラウンカントリー／東濃カントリー倶楽部／西田屋製菓舗／中新

製菓㈱瑞浪工場／大川営農組合／どんぐり工房／恵那陶磁器工業組合 

■協力団体…陶町連合区会／ニコニコ会／陶町明日に向って街づくり推進協議会／社会福

祉協議会陶支部／陶小学校・瑞浪南中学校（教職員）／瑞浪南中学校生徒 32 名／陶子連

／陶消防団／陶長寿クラブ／体協陶支部／体育委員会／スポーツ推進委員会 （敬称略） 

陶消防団／ 

チョコかフルーツ、 
どちらかえらんでね♪ 

【メニュー】 
ご飯／厚揚げ大葉チーズはさみ焼き／肉巻き蒸し野菜 
卵とわかめの中華スープ／柚子風味浅漬け／みたらし牛乳もち 

★優勝チームの皆さん★ 

 

～大会結果～ 

優 勝…本町・新町Ｂ 

準優勝…本町・新町Ａ 



※講 は公民館講座を表します。 

日・曜日 行事内容 

2日㈰ 
清掃奉仕作業（8：00～） 

陶町 あ・うん落語会（14：00開演） 

6日㈭ 講 香る花餅作り（19：00～） 

8日㈯ 

講 マリーゴールドで木綿ストールを染めよう 
（10：00～） 

すえふるさと福祉村 健康講座（13：30～） 

10日㈪ 陶寿大学クリスマス会（10：00～） 

13日㈭ 講 だし活料理教室（10：00～13：30） 

14日㈮ 
講 男のええ加減料理教室（18：30～21：00） 

～スマホの料理アプリを活用した簡単クッキング～ 

22日㈯ サロン一歩（9：00～11：00） 

23日㈰ 講 クリスマスケーキ作り（13：00～） 

26日㈬ 講 迎春アレンジメント（19：00～） 

28日㈮～
30日㈰ 

消防団年末特別夜警 

 

 

地 区 資源ごみ 不燃ごみ 

猿  爪 12日㈬ 20日㈭ 

水上・大川 13日㈭ 21日㈮ 

 

 

 

 

■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（事前のチケット購入をオススメします） 

■入場券販売所：陶コミュニティーセンター （土・日・祝日は除く） 

■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） 

 

 

20．明知騒動 

江戸時代、猿爪村は明智遠山氏の領地でした（水上・大川は小里領、その後天領）。
その明知領内で明知騒動と呼ばれる騒動（≒百姓一揆）が 4 回ありました。その中でも
慶応 2年（1866年）の 4回目の騒動は、猿爪村が中心となった一番大きなものでした。 

 
この夏、かつて経験したことのないような暴風雨（台風）がこの地を襲い、刈入れ前の

稲・畑の作物は無残な状態で収穫が見込めません。明知領内 40 ケ村の村方三役が集
まり連名で明知陣屋の代官に七割減免のうえ金納を申し込みました。しかし、領主遠山
安芸守景高が江戸で病気療養中ということもあり、なかなか返事がもらえません。そうこう
しているうちに村側に不穏な空気が充満してきました。 

11月 12日 蓑傘に身を固め、竹やりを携
えて、蓆（むしろ）旗を先頭に千数百人が原
の金毘羅神社に集結しました。騒動に参加
したのは、猿爪村・曽木村・門野村・杉平
村・野志村・釜屋村・原村・大船村・小泉村・
吉良見村・田代村の 11 ケ村です。千数百
人というのは当時の人口からすると大変な数
です。ちなみに、明治 2 年（1869 年）の猿爪
村は 79戸、303人の村でした。 
金毘羅神社での集結は、年貢の減免が

叶うようにとの参詣ということでしたが、本格
的な一揆の一歩手前の危険なものでした。
一揆はご法度です。願いが叶ったとしても大勢の村民が罰せられます。代官より、村々の
意は江戸に伝えるという返事を貰いこの日は解散します。 

 
12 月になると領主遠山安芸守景高が病死してしまいます。12 月も暮れが押し迫った

12日になって、正祖 3割減の通達があり、村々はこれを呑むことになりました。 
しかし、その数日後（正月前）「今回の

騒動は一揆に準じるもので猿爪村の煽
動による。」と、中村九郎右衛門、曽根庄
兵衛ら数十人が逮捕され入牢させられ
てしまいました。2 月になって江戸表より
ご沙汰があり、中村九郎右衛門は首謀
者として国許追放の厳罰がくだりました。 
この騒動は、おそらく歴史上初めて猿

爪村が中心となって行ったことに間違い
はないでしょう。以降の猿爪村は、騒動
の中心地ではなく、陶磁器産業の中心地となるターニングポイントとなった事件でした。 

  

 

ひなたぼっこの集いに参加させてもらいました！  

11 月 8 日（木）に陶コミュニティーで開

催された、ひなたぼっこの集いに、うさぎ組、

くまぞう組が参加させてもらいました。 

大勢のおじいさん、おばあさんを前に少し

緊張してしまうのではと心配していました

が、手を振る余裕がある子もいました。「かわ

いいね～」「元気だね～」「上手だね～」と歌

やリズムをするたびに大きな拍手をたくさん

いただき、子どもたちのほうが元気をもらいました。『たきび』の歌ではおじ

いさん、おばあさんにも一緒に歌っていただけ、子どもたちも大満足でした。

肩たたきをした時の会話の中で「あんたはどこの子？」とおばあさんに聞か

れ「くまぞう！」（クラスの名前）と元気よく答える子どもに「…？…くまぞ

うさんってどこの方やったね？」と隣のおばあさんと話されるという、なん

ともほほえましい光景も見ることもできました。 

 

「パトカーすごーい！」 

 11 月 14 日（水）に幼児園に多治見警察署の方が

パトカーで来てくれました。交通ルールクイズを楽し

んだ後、パトカーを見せてもらい、運転席にも座らせ

てもらいました。近くで見る赤色灯の光とサイレンの

音の大きさに大興奮の子どもたちでした。もうすぐ勤

労感謝の日ということでお巡りさんに「いつもありが

とうございます」とお礼をし、交通事故にあわないよ

うにと約束もしました。「大きくなったらパトカーにな

る！」「お巡りさんになりたいなぁ」と子どもたちの夢もひろがりました。 

 
いろいろな行事を通して地域の皆さんとのあたたかい触れ合いがうれしい
幼児園の子どもたちです。 
 

  

陶町 あ・うん落語会 開催のお知らせ 

※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『本日晴天 お片づけ』伊藤まさこ 著 

スタイリストの伊藤さんが教える心地よさから考える整理術。家の
中の整理はもちろん「旅先ではどんなバッグを持っていったらいい
の？」など、みなさんからの疑問も答えてくれます。 

10月の陶分室 ■貸出人数：22人 

■貸出冊数：70冊 

 

  12 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。 

●16日(日) バサラカーニバル瑞浪（9時 00分～12時）瑞浪駅前  

※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。 

■10 月 28 日(日) 
大正村かえで祭り こどもひろば 

おともだちの地元キャラクターと久々の対面。
ハロウィンの仮装行列やキッズのダンス等々、
イベントが盛りだくさん。 
とっても楽しい一日でした。 

みなさんすえっこくんの応援ありがとうございました。 
11 月 18 日の決戦投票の最終結果、すえっこくんは地元キャラクター部門 507 キャラ中
334 位でした。来年はもう少し上位になれるようがんばります。 
みんなの幸せ守る守護獣すえっこくんの応援よろしくお願いします！ 

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。 

■11 月 18 日(日) 
大やきいも大会 ■11 月 4 日(日)ふれあい広場 

 
 
 
 
 
 
 
 
大きなシュークリームとたくさんの小さなシュークリー
ムで、すえっこくんの誕生日（11 月 19 日）をお祝い
してもらいました。すえっこくん、大感激(*^_^*)。 

明知陣屋 村上宅 

お
天
気
に
も
恵
ま
れ
て 

景
色
も
焼
き
芋
も
最
高
！ 


