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･･･チューリップ〔思いやり〕／

2 月 24 日(日)、陶小学校を発着点として第 55 回陶一周駅伝競走大会が開催
されました。今回は陶小学校校舎が移転して初の大会。コースも変更され全
10.3km の距離。特別ゲストとしてお迎えした、ニューイヤー駅伝で活躍された
大池達也選手にも一緒にコースを走っていただきました。

スポーツ少年団、学校の部活動、地域の社会人チームや走ることが好きな仲間
同士のチームなど、7 部門に分かれ、エントリー87 チーム中 84 チームが襷を
つなぎました。

･･･アクアマリン〔聡明、勇敢〕

開会式では陶陸上スポーツ少年団所属の小木曽太
一さんと勝うたねさんが「平成最後の陶一周駅伝を
力いっぱい元気よく走りぬくことを誓います」と元
気よく選手宣誓。

Ａコース・Ｂコースそれぞれがスタートし、小学生から一般までが陶町内を駆
け抜けました。レース後は、街づくり提供のとん汁とぜんざいで体をあたため、
お楽しみ抽選会で一喜一憂した参加者の皆さんでした。
次回の大会も、多くのみなさんの参加をお待ちしております。

～各部門 優勝チーム～
部

門

高校生・
一般男子１部
中学生男子

チーム名

タイム

岐阜県立中津商業高等学校

30 分 05 秒

陶都陸上クラブ

32 分 16 秒

一般男子２部

ナイトランＲＣ

32 分 04 秒

高校生・一般女子

中京学院大学Ａ

33 分 52 秒

中学生女子

瑞陵中学校

35 分 48 秒

小学生男子

土岐おりべＡ

35 分 36 秒

小学生女子

多治見ジュニア陸上クラブＡ

37 分 28 秒

『知って得するポリ袋調理法 実践』

開催しました

2 月 13 日(水)、大川地区林昌寺公民館にて、陶町街づくり主催「防災・減災
ステップアップ教室～知って得するポリ袋調理法！実践」教室が開催されまし
た。会場には大川地区の方をはじめとする 39 名の方が参加。
今回のメニューは『ごはん、焼きそば、シチュー、ひじきの煮物、オムレツ、
蒸しパン』の 6 品。

駅伝開催中は交通規制にご協力いただきありがとうございました。

公民館ギャラリー

開催案内

3 月 6 日(水)まで、陶公民館ロビーにて以下の作品展示をしています。
（各日 9 時～17 時まで）
『瑞浪南中学３年生総合学習 地区看板』
陶町内名所を表現した地元ＰＲ看板をデザインした作品が並びます。ご近所
の生徒さんの作品もあるかも!?個性豊かな作品をご覧下さい。
『美しい瑞浪市の農村風景フォトコンテスト』
昨年行われた瑞浪市の農村風景のフォトコンテストの作品展。応募総数 76 点
の中から選ばれた優秀作品が並びます。
「JA とうと組合長賞」を受賞した陶町在住の加藤さんの作品も展示されてい
ます。皆さん、ぜひ足をお運びください。

焼きそばは、袋に具材を入れて
よくもみほぐします。

空気をしっかり抜くのがポイ
ントです。

それぞれのメニューの材料をビニール袋に全て入
れ、沸騰したお湯の中に入れて調理します。特にご
飯は一人一袋ずつ用意して、各自洗米して調理。し
ばし待つこと約 20 分。どのメニューも美味しくで
きあがりました。
参加者の皆さんからは「実際に災害にあったとき
に役に立ちそう」「袋の空気を抜くのが思ったより
難しい」
「とても美味しくて簡単で楽しめた」などの
感想があげられました。
陶一周駅伝とん汁＆ぜんざい

袋は「高濃度ポリエチレン製」
のものを使用します。

公民館職員
蒸しパンもとても上手に調理で
きました。

ご協力ありがとうございました

第 55 回陶一周駅伝にて、陶町街づくり推進協議会か
ら選手をはじめとする皆さんにとん汁とぜんざいを提
供しました。とん汁の材料となる野菜の提供、調理、配
膳等など以下の皆さまにご協力いただき、誠にありがと
うございました。この場を借りて御礼申し上げます。
◆野菜提供
佐藤秀明様、河野信夫様、羽柴ふき様
◆調理・配膳ご協力
陶小学校家庭教育学級委員の皆様
瑞浪南中学校家庭教育学級委員の皆様

募集のお知らせ

募集職種：公民館主事補 １名
雇用期間：2019 年 4 月 1 日～2021 年 3 月 31 日※雇用期間更新あり
勤 務 地：瑞浪市 陶公民館（陶町猿爪 405-1）
業務内容：公民館窓口受付事務、公民館主催行事の運営 他
給 与：月額 105,000 円
勤務日時：週 3 日（勤務曜日 応相談）8：30～17：15（休憩 1 時間）
休 日：土・日・祝日、年末・年始
交通費：なし
加入保険：社会保険
応募書類：履歴書
応募〆切：随時
陶町で働いてみませんか？
応募資格：陶町在住者、要普通自動車免許
その他：勤務条件詳細については面談の上決定します。
【問合せ・申込先】陶公民館（担当：小木曽）☎65-2112

陶町明日に向って街づくり推進協議会

※講 は公民館講座を表します。

日・曜日
行事内容
4 日㈪ 講 らくらくピアノ（10：00～11：30）
8 日㈮ 陶町青少年育成町民会議（19：00～）
陶寿大学 終業式（10：00～）
18 日㈪
講 らくらくピアノ（10：00～11：30）
23 日㈯ サロン一歩（9：00～11：00）
24 日㈰ 講 カラフルエクレアを作ろう（13：00～）
26 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

13 日㈬

25 日㈪

14 日㈭

26 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。

※ゴミの出し方詳細については、『瑞浪市家庭ごみの分け方・出し方便利帳』にて
ご確認ください。

【How to dispose of recyclable waste】
●Collected once a month
● For collection days, please see the Household Waste Collection
Calendar.
● Please separate recyclable waste items properly and dispose of
them by 8:30 a.m. on the designated collection day.
Aluminum and Steel Cans
(Beverage cans only)
(Cans for soft drinks, beer, and
chuhai (shochu highball))

PET Bottles
(containers for beverages,
alcohol, and seasonings)

Bottles (for food and beverages only)
* Take off lids, rinse bottles, and dispose
of them by color into the corresponding
container.
・Brown bottles
・Transparent bottles

・Colored bottles other than brown
・Returnable bottles

Food Trays
(plain, white trays only)

Cans for Food
(cans for confectionery, food, baby formula, and
pet food)
◎ Lids (of the canned food) can be disposed of
together with the cans.

資源ごみの回収についてです。
ご近所該当の方へのお知らせ用に
ご参考ください。

23．二人の行者様
陶には丸彫り石像の行者様が猿爪東町と水上滝坂
にいらっしゃいます。
行者様とは、奈良県の吉野山金峰山蔵王権現のも
とで、厳寒の滝に打たれる修行、夜を徹して何十里も
歩く歩行修行、千丈の山を登る山岳修行、真夏の火
わたり修行等厳しい修行を通して、私心を捨て、悟り
をひらく修験者です。（山伏ともいう）
猿爪の行者様が野天で、はっきり姿かたちが見える
ので、一見して行者様と判るが、水上の行者様は石
東町の行者様
祠に入っているのでよく見ないと行者様とは判らない。
ただし、水上の行者様（ご坊様とも呼ばれる）は、人懐っこくあまり近寄ると、その人に
負ぶさるとかで、遠慮して遠くからお詣りするのが習わしだそうです。
「すえまちむかしばなし」（小木曽茂博氏著）によると、厳しい修行を終えて陶に帰
った行者様は、病気で苦しんでいる人がいると聞けばすぐにとんで行き、祈祷をし、
手厚い看護をし、行者にんにくなども分け与えるという功徳をつんだという。
お世話になった行者様が亡くなってからも、病気平癒の神様として石仏の行者様
を建立し崇めたのであろう。
二つとも江戸末期 1800 年頃の作といわれて
います。無医村の時代ですから、病気平癒は
神仏に頼る素朴な信仰心が伺われます。
○「陶町の石造物」（上手玉喜著）によると
・東町 先達 景山助八 ほか 11 名を記銘
景山助八を先達に猿爪村を中心に行者講を
組み、信心し、建立したと思われます。
滝坂の行者様
・水上 水上大川曽木村講中の記銘
水上、大川、曽木村の三村で行者講を組み、信心し、建立したと思われます。
（行者講：金峰山に参詣する団体。代表が参詣し、残った人は地元で無事帰還を祈
願した。）

『鬼は～そと！福は～うち！』
2 月１日（金）に、豆まきを行いました。今年は朝から
豆を炒り、ヒイラギとイワシも用意して、子どもたちの気
持ちを高めながら迎えました。「今日鬼って本当に来るの
かなぁ…」
「大丈夫！とげとげ葉っぱ（ヒイラギ）と魚の顔
（イワシ）があるで入ってこれんもん！」「豆も焼いとる
し！」なんてかわいい会話もたくさんありました。
鬼役は今年も長寿会のおじいさん方です。お
じいさんたちは鬼に変身して、どうやって子ど
もたちにやられようかを打ち合わせ、そしてい
ざ出発！幼児園の子どもたちは、自分たちで作
った鬼のお面とマスを準備し、鬼の来るのを待
っていました。
新聞紙を丸めて豆まきの練習をした小さなひ
よこ組。鬼の登場にびっくりしましたが、先生
のそばで一生懸命豆まきをすることができま
した。打ち合わせ通り、ひよこ組には優しくし、大きい組になるにつれて鬼も
パワーアップ！｢給食たくさん食べるんだぞ｣｢友だちと仲良くするんだぞ｣と声
をかけ、豆が当たるとひっくり返って「やら
れた～」と名演技！おじいさんたちの優しい
気持ちに心があたたかくなりました。豆まき
を終えた子どもたちは、「豆まきできた！」
「僕、強かったよ！」と自慢気でした。大きく
なったことが実感できる豆まきとなりまし
た。地域の皆様の優しさに包まれ、すくすく
育っている子どもたちです。
いつもありがとうございます。

陶町青少年育成町民会議

開催のお知らせ

下記日時において、「平成 30 年度第２回陶町青
少年育成町民会議」を開催いたします。
教育部会、青少年部会、民生部会、それぞれの部
会の年間活動報告が行われます。
◆日時◆ 平成 31 年 3 月 8 日(金) 19 時～
◆会場◆ 陶公民館 多目的ホール
◆内容◆ 平成 30 年度 活動報告 他
町民皆さまのご参加お待ちしております。

瑞浪市民図書館だより
オススメ！陶分室の本『鬼平流』
さいとう・たかお

著

「鬼平犯科帳」を劇画として描く、さいとう氏の人生指南本。主人公、長
谷川平蔵に自身を重ねながら語りつくします。火盗改メとして、高いプロ
意識を持ち必死に努力する平蔵をご覧下さい。
1 月の陶分室

■貸出人数： 41 人
■貸出冊数：175 冊

■2 月 24 日(日) 第 55 回陶一周駅伝競走大会
特別ゲストの大池選手と。
来年は一緒に走れるかな？

駅伝参加賞のデザインをしてくれた
宮嶋さん、鈴木さんと一緒に記念撮影
(#^.^#)

３月

すえっこくん

陶陸上のみんなも、とってもとっても
頑張りました。お疲れ様でした!

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。
●９日(土) 東海環状都市フェア（土岐プレミアムアウトレット）
●17 日（日）名古屋旅まつり 2019（久屋大通公園エディオン久屋広場）
※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。
すえっこくんは商標登録を受けています。ご利用の際は陶コミュニティーまでご相談ください。

