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第 55 回

陶一周駅伝競走大会

出場チーム募集
主催：瑞浪市陶公民館

襷と絆をつなごう！陶一周駅伝競走大会！
今回から新たに移転した陶小学校を会場として開催
開催日：平成 31 年 2 月 24 日(日) 小雨決行
受付時間…8 時 30 分～9 時 00 分
開会式…9 時 30 分
閉会式…12 時 30 分（予定）
会 場：陶小学校グラウンド ※今回より会場及びコースが変更となりました。
参加料：１チーム 6,000 円
申し込み期限：平成 31 年 1 月 18 日(金)
手続き書類及び参加料の完納を以って受付完了とします。
詳しくは陶町ホームページ（http://suechou.com/55th_ekiden.html）又
は左記ＱＲコードにてご確認いただけます。
当日はコース、周辺道路、コース近隣にお住まいの方に交通規制など
でご迷惑をおかけすると思いますが、何卒ご理解とご協力をお願い申
し上げます。

第 46 回

陶町新年マラソン大会 兼
参加者募集

健康ウォーキング大会

毎年恒例、お年寄りからお子様まで幅広い年齢層の方が参加できます。
健康づくりに、記録挑戦などなど…、自身の体力に合せて自由に走り・歩いてく
ださい。
◆開催日：平成 31 年 1 月 5 日(土)
受付 8 時 10 分～8 時 50 分、スタート 9 時 00 分
◆場 所：陶コミュニティーセンター スタート＆ゴール
◆種 目：マラソン、ウォーキング（2km）
◆参加資格：マラソン…小学生以上（小・中学生は保護者の参加承認書が必要）
ウォーキング…年齢制限なし（小学生以下は保護者同伴）
健康に走ることができる方、歩ける方。
◆参加申込み：当日陶コミュニティーセンターにて受け付け。
◆参加費：無料
◆参加賞：マラソン…図書カード 500 円分、ウォーキング…タオル
マラソンは各部門の優勝者に賞品あり！
※駐車場につきましては「恵陶」様、
「丸新製陶所」様、
「日本料理きん魚」様にご
協力をいただいています。当日係員の指示に従ってください。

今回はスタート＆ゴールが陶コミュニティーセンターとなり、コースも変更
されました。開催会場等お間違いのないようご参加ください。
当日はマラソンコース（猿爪旧道）への車輌進入を自主規制させていただき
ます。ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、ご理解とご協力をお願い申
し上げます。

陶寿大学

クリスマス会で楽しく今年の締めくくり

12 月 10 日（月）、陶寿大学のクリスマス会を陶公民館多目的ホールで行いました。
34 名の参加者が集い、懐かしい童謡を歌ったあとは、ク
リスマスにちなんだ工作、ステンドグラス風写真立てを作
りました。プラスチックにクリスマスツリーとベルの絵を
それぞれ描いて、写真立てにくしゃくしゃにしたアルミホ
イルを敷いて、描いた絵を入れます。写真立てに、モザイ
クタイルでデコレーションしたら、出来上がり。
毎年、クリスマスに飾れるね！と話していました。
昼食後のビンゴ大会・ケー
キタイムも楽しく、おしゃ
べりも盛り上がり、陶寿大
学の平成 30 年を締めくくる
ことが出来ました。みなさ
ん、体に気を付けて、年末年
始をお過ごしください。

～皆さまのご協力をお願いします～

陶陸上スポーツ少年団 駅伝交流会にて３位入賞！
平成 30 年 12 月 2 日(日)、土岐市総合公園に
て「第 43 回東濃地区スポーツ少年団駅伝交流
会」が開催され、陶陸上スポーツ少年団の皆さ
んが３位入賞という成績を修めました。
この交流会は全９区間（一人平均約 1.1km）を襷
でつなぐ、団結力とチームワークが必要とされ
る駅伝で、他のスポーツ少年団との交流も深め
ています。
陶陸上の皆さんは、男女混合チームとして男
子の部で参加。２位とは 28 秒差の成績で３位
に入賞という、今までにない素晴らしい結果で
した。

１区
２区
３区
４区
５区

《交流会の出場メンバー》
西尾琉貴さん（6 年）
６区 勝うたねさん（3 年）
勝 桔平さん（4 年）
７区 伊藤慈朗さん（6 年）
勝 陽仁さん（6 年）
８区 堀田幸誠さん（4 年）
羽柴綺音さん（3 年）
９区 小木曽太一さん（6 年）
永井斗憂耶さん（5 年） ﾘｻﾞｰﾌﾞ 伊藤叶翔さん（２年）

2 月 24 日(日)に開催される第 55 回陶一周駅伝競走大会での皆さんの活躍が楽
しみですね。
瑞浪市の農村風景フォトコンテスト 2018

最優秀賞受賞

瑞浪市の美しい農村風景を守り、農業振興を図るため
に“美しい瑞浪市の農村風景フォトコンテスト 2018”
が開催され、陶町大川在住の加藤幸枝さんが応募作品
76 点の中から、最優秀賞「ＪＡとうと組合長賞」を
受賞されました。
作品は大川地区の田園風景。
「山に囲まれたこの地で、
こま犬に見守られながら、今年もあ・うん米が豊かに実
りました」とのコメントを添えられての応募でした。
撮影箇所となった普段から通る散歩道は四季折々に
美しい景色を見ることがで
き、特にこの稲刈り前の時期
は、空の青と田の黄金色のコ
ントラストがとても美しいそ
【 入賞作品 】
うです。撮影の際には構図に苦
労され、いろんなところから撮ってみたとのこと。
この作品は 12 月 25 日から 1 月上旬まで、ＪＡとうと
陶支店にて展示される予定です。

※講 は公民館講座を表します。

日・曜日
行事内容
5 日㈯ 陶町 新年マラソン
どんど焼き
6 日㈰
瑞浪市消防出初式
13 日㈰ 瑞浪市成人式
21 日㈪ 講 らくらくピアノ（10：00～11：30）
26 日㈯ サロン一歩（9：00～11：00）
29 日㈫ 講 作って味わう世界のパン（9：30～13：30）

地 区
猿

爪

水上・大川

資源ごみ

不燃ごみ

16 日㈬

28 日㈪

17 日㈭

29 日㈫

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。

※紙類は資源ごみの日に回収します。

「今日はあのおばあちゃんいるかな？」
幼児園の子どもたちは毎月、宅老所にでかけてい
ます。おじいさん、おばあさんに元気になってもらえ
るよう、一緒に体操をしたり、歌を歌ったりします。
先日は一番小さいひよこ組の 2 歳児が参加しました。
行くまでは元気いっぱいでしたが、たくさんの人を前
に緊張してしまい、保育者の後ろに隠れてしまう姿も
ありました。しかしお別れの時には、おばあさんたちに一人ずつ握手やタッ
チをしてもらい、ニコニコ笑顔に…なんだか子どもたちのほうが元気をもら
っているようです。5 歳児になると昨年度からの経験もあり「今日はあのお
ばあちゃんいるかな？」
「〇〇さん来てるかな？」
（名
前を覚えた子もいます）と話す子もいます。何をして
も「かわいいのぉ～」
「いい子やのぉ～」と言ってもら
えるので、嬉しい気持ちいっぱいになって幸せを感じ
ます。地域の方との触れ合いの中で、子どもたちの心
がさらに温かくなります。

「1 回止まって、右見て、左見て、右見て…わたってよし！」
21．お正月
ｷﾘｽﾄ教国の最大行事はｸﾘｽﾏｽ、神仏の国である日本の最大行事はお正月です。
＜正月準備＞
松の内（門松のある間）の始まりは 12 月 13
日で、これ以降正月準備が始まります。という
のは昔の話しで、今はクリスマスがあるのでそ
れ以降と言うことでしょうか。
昔は門松を各家庭で作っていましたが、
1952 年頃（戦後間もなく）森林資源の保護を
目的（緑化運動）に竹藪を守る、松を守るとい
う意味で紙の印刷門松が各自治体から配布
されるようになり、各家庭での本格的門松は
少なくなってしまいました。子連のどんど祭りを
盛り上げる意味でも復活させたいものです。
もう一つ、正月準備で思い出すのはこの地
方独特？のぼろ餅です。もち米 7：うるち米 3 くらい（比率は各家庭で様々）でつい
たもので、表面に米の粒が少し残ることから「ぼろ餅」と言われています。焼き上が
りが香ばしく、歯切れがよく普通の餅ほど伸びないので喉に詰まるということはない
ので老人に優しい餅だと思います。砂糖醤油で食べると全くおいしい。雑煮には
向かない。
＜お正月＞
年が明けると各地区の産土神（猿爪…天神社、水上…水上神社、大川…八
王子神社）、そして、人によっては伊勢神宮へ、熱田神宮へ、あるいは豊川稲荷
へという人もいますが、私が聞くところでは近い所で山岡の飯高さんへの初詣が
一番多いように思います。
私たちが子供の頃は元旦には学校に行き、校長先生とＰＴＡ会長さんの話しを
聞いて、紅白の饅頭を頂いて帰ってきました。
この地方では、正月 2 日朝に男性がとろろ芋をすってとろろ飯を食べる風習が
あります。その年の幸せを擦り込むという意味もありますが、正月も忙しく働く女性
を男性がいたわる粋な計らいでもあります。
兄弟親戚相集い、「あけましておめでとうございます。昨年中は大変お世話にな
りました。今年もよろしくお願いします。」と新年の挨拶をし、旧交を温めながら、今
年一年の安泰を願います。
各家庭 毎年、同じルーティーンで正月を迎え、同じような正月を過ごす。これ
が平穏な 1 年を迎えることだと思います。

清掃奉仕作業

先日、幼児園で行った交通安全教室に、いつもの交通指導員さんに加え、
交通安全協会陶支部の方にも参加していただきました。子どもたちは、覚え
た交通ルールを守りながら歩くことができました。
（３歳児は園前の道路、４･
５歳児は点滅信号と横断歩道）
交通安全協会陶支部の方も心配してみえましたが、幼児園付近は坂道で、
また普段は人の横断が少ないこともあり、横断
歩道で手をあげて待っていても止まってくれ
る車が少なく、危険を感じました。園で約束を
していますので、園児が子どもだけで出かける
ことは無いと思いますが、横断歩道付近で歩行
者を見かけたら徐行、停止をしてください。陶
の町で交通事故が起きませんように…。

瑞浪南中学校

新春書初め展

開催のご案内

瑞浪南中学校の生徒さんの力作が公民館ロビーに並びます。
お子さん、お孫さん、近所のお子さんの作品を是非ご覧ください。
◆開催期間：1 月 23 日(水)午後～1 月 28 日(月) 9 時～17 時
◆場 所：陶公民館 1F ロビー 於

瑞浪市民図書館だより
オススメ！陶分室の本『あなたの名前で先祖がわかる』
萩本勝紀

著

自分のルーツはいったいどこにあるのか。「先祖調査請負人」が名
字・名前の由来等の調べ方を伝授。根気と忍耐が必要になりますが、
わかったとき、嬉しくなります。
11 月の陶分室 ■貸出人数：42 人
■貸出冊数：162 冊

■陶幼児園のトイレに
■12 月 16 日(日)
すえっこくん！
2018 バサラカーニバル
陶幼児園の園児用お手洗いの扉に
毎回厳しい寒さの中で開催される“バサカニ”。
参加者の皆さんの元気と熱気に負けないようにす “すえっこくん”が描かれました。
えっこくんも頑張りました！

ご協力ありがとうございました

12 月 2 日(日)に行われました清掃奉仕作業
では、町内各団体をはじめとする約 120 名の
皆さんにご協力いただき誠にありがとうござ
いました。
大川地区国道・県道沿い、
小里川ダム展望台、メロデ
ィー橋付近を中心に作業し
ていただき、空き缶などのポイ捨てゴミや不法投棄された
ゴミは、可燃ゴミ約 180Kg、不燃ゴミ約 70Kg にも及びま
した。
主催：陶町明日に向って街づくり推進協議会

新しくなったトイレで園児の皆さん
をおでむかえ(#^.^#)
機会がありましたらご覧ください。

1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。
●5 日(土) 陶町新年マラソン（陶コミュニティーセンター）
※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。

