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･･･アルストロメリア〔青…知性・冷静、ピンク…気配り、赤…幸い〕／

サロン一歩 お客様 10,000 人達成！

･･･ダイヤモンド〔清純、無垢〕

ようこそ陶へ！

陶町の安全を守ります！

岐阜県多治見警察署 陶警察官駐在所
平成 31 年 3 月 23 日(土)、サロン一歩
の来場者数が 10,000 人に達成しまし
た。平成 26 年 1 月 25 日(土)を初回に、
毎月第 4 土曜日（午前 9 時～11 時）陶
公民館にて開催している『サロン一
歩』。今年の一月には五周年記念を迎
え、現在は 29 名のスタッフの方々が皆
さんをおむかえしています。
最近では、看護師による健康相談コー
ナーも設けられ、多くの方が相談に訪
【来場者一万人目とその前後の方にはお花をプレゼント】
れることもあり毎回盛況です。
コーヒー以外にもお子さん用の飲み物も用意してありますので、お子さんから大
人までが楽しめる空間となっています。お子さんやお孫さん、近所のお友達とご一
緒に、もちろんお一人でゆっくりとくつろいでいただく方も大歓迎。
今後も地域の交流の場として末永くご利用していただけるよう、
皆さんのご来場お待ちしています。
サロン一歩は毎月
第４土曜日の午前
9 時～11 時、陶公
民館ロビーを中心に開催。
協力金 100 円で“コーヒー、トースト、
バナナ半分”のメニューをお楽しみいた
だけます。お子様にはジュースもご用意
していますので、皆さんお気軽にお立ち
寄りください。

今年度も元気に学習しました！

陶寿大学 修了式

平成 30 年度寿大学修了式が行われ、34 名の学
生のみなさんと一年間を振り返りました。
学習報告、会計報告につづき、学習会『消費者
トラブルの実例と対処法』として、岐阜県消費
者啓発推進員である寸劇グループ【ひまわり】
のみなさんに、
「訪問買い取り商法」と「元号改
正トラブル」について、身近に起こりそうな事
例を寸劇にしていただき観劇をしました。だま
されやすさ心理チェックから始まり、悪質商法
にだまされないための五カ条、還付金詐欺のう
た、クリーングオフのうた、そして、困ったときは必ず相談
をすること、とだまされないための学習ができました。
身近に起きてほしくないですが、もしものときに、思い出
して役に立ててほしいです。
今年度も、多くの学習を通じ、皆さんを楽しく過ごせたこ
とを嬉しく思います。
来年度も、皆さんの元気な笑顔にお会いできるのを楽しみ
にしています。
陶寿大学では、皆さんが元気に楽しんで学習できる行事を計画
しています。年間を通じて学生さんの募集をしていますので、
興味のある方は陶公民館までお知らせください。60 歳から入
学可能です。研修にでかけたり、いろんな体験をしたりと、皆
さんで楽しみながら学んでみませんか？
（問合せ先：☎ 陶公民館 65-2112）

2019 年度春季

陶公民館講座

開講予定案内

■連続開講 ※一定の期間で複数回開講します。
「中高年から始めるらくらくピアノ」
（5 月～7 月）全６回
「作って味わう世界のパン作り教室」
（5 月～７月）全３回
「キッチンハーブ活用講座」
（5 月～7 月）全３回
■単発開講（一回で終了する講座です）
「桜染め」
（4 月 20 日㈯10：00～12：00…案内は町内回覧済み
「大人の水彩画教室」
（5 月開講予定）…詳細は後日案内予定
★2019 年度募集・開講の各講座詳細と受講申込みにつきましては、改めて 4 月
中旬に案内を配布いたします。

え

び

巡査部長 海老

ゆうすけ

佑典さん

平成 31 年 3 月より、陶町駐在所に新しく赴任された
海老さん（可児市出身）をご紹介します。
陶町に赴任する前は、刑事部鑑識課機動鑑識係とし
て、岐阜県内で発生する重大事件（殺人や強盗等）の
現場にて鑑識の業務をされていました。
陶町のことはあまりご存知なかったそうですが、赴
任後、気さくに話しかけてくれる陶町民の人柄の良さ
３月より赴任しました。
頑張りますのでよろしくお願いし を感じられたとのこと。先日は、サロン一歩 10,000
ます。困ったことがあれば相談 人達成記念の際にも足を運んでいただきました。
陶町に赴任されて色々なことがあると思いますが、
していただければ幸いです。
これからよろしくお願いします。

平成 31 年 3 月 2 日(土)、中津川運動公園周辺コースを舞台として「第 19 回一
づくりマラソン」が開催。出場者のうち、陶町の小・中学生が以下の好成績を
修めました。
✪小学生 3 年生以下 女子の部（1.5km）
３位 羽柴 綺音さん（6 分 31 秒）
４位 勝 うたねさん（6 分 34 秒）
✪小学生 4 年生 男子の部（2km）
１位 勝
桔平さん（7 分 41 秒）二連覇！
２位 堀田 幸誠さん（7 分 42 秒）
✪小学生６年生 男子の部（2km）
６位 小木曽太一さん（7 分 21 秒）
✪中学生 1 年生 女子の部（2km）
４位 加藤 月華さん（7 分 19 秒）
６位 東川千愛礼さん（7 分 34 秒）

小学生 4 年生の部で入賞した、１位の勝
さん（右）と２位の堀田さん（左）。
勝さんは、前回大会に引き続き優勝！
二連覇達成です。

※“一づくりマラソン”とは…？
平成 11 年に岐阜県知事より岐阜県一づくり運動の一環として、東濃地区が
長距離強化指定を受けました。この運動は岐阜県が総力をあげて「それぞれの
スポーツで日本一を作る」という主旨で行われた強化活動で、東濃地区では、
故・保母徳生氏（陶陸上）も活動の中心となり強化活動がスタートしました。
過去大会でも陶町出身者が出場し、数多くの方が優勝しています。

総会＆ミニコンサート

開催案内

【開催日時】平成 31 年 4 月 26 日(金)
・ミニコンサート（観覧無料）：午後 7 時開演（午後 6 時 30 分開場）
・総会：午後 7 時 40 分～
【会 場】陶コミュニティーセンター２階 多目的ホール
陶町の皆様のために、陶町明日に向って街づくり推進協議会が 30 年度の活動
報告、また今後、どのような陶町にして行きたいかの展望をお話しさせていた
だきます。陶町の皆さんがイキイキと生活できるような街づくりを目指す街づ
くりの活動内容をお聴きください。
総会前には…ミニコンサート（観覧無料）をお楽しみください。
出演者：水野妃佐子さん（メゾソプラノ）／伊藤亜希子さん（ピアノ）
総会前の午後 7 時～開催します。観覧無料。どなたでも入場可能。
ピアノと歌の美しいハーモニーをお楽しみください。
デジタルカメラを寄贈いただきました

平成 30 年度連合区会長を務められた山下正次様より、デジタルカメラが寄贈
されました。
このカメラは、陶コミュニティーセンター及び陶公民館にて使用し、主に記
録用や調査活動用、広報活動などに活用させていただきたいと思います。

※講 は公民館講座を表します。

日・曜日
行事内容
7 日㈰ 瑞浪市消防団入隊団式（13：30～）
14 日㈰ 桜ヶ丘公園

桜まつり

～ひよこ組～

15 日㈪ 陶寿大学 始業式（10：00～）
陶町連合区会
16 日㈫

（第１部：町主催 18 時～、第 2 部：市主催 19 時～）

いっぱい遊んで、いっぱい食べて、い
っぱい眠って…もっともっと大きくな
るよ！幼児園大好き！４月からも元気
いっぱい楽しく過すよ！

18 日㈭ 陶町福祉関係者懇談会
20 日㈯ 講 桜染め（10：00～12：00）
陶町明日に向って街づくり推進協議会
26 日㈮
ミニコンサート＆総会（19：00～）
27 日㈯ サロン一歩（9：00～11：00）

地 区
猿

爪

水上・大川

資源ごみ

不燃ごみ

10 日㈬

22 日㈪

11 日㈭

23 日㈫

～うさぎ組～
友だちと一緒がますます楽しくなって
きたよ！いろんなことに挑戦できるよう
になったね！4 月からお兄さん、お姉さ
んになって、新しいお友だちに優しくし
てあげるよ！

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。
ゴミは決められた場所に捨ててください。
みなさんの住む町です。
ゴミ出しルールを守りましょう。

～くま組～
憧れのぞう組さんのように…といろい
ろなことに、たくさんチャレンジしてきた
よ！いよいよ今度は僕たちが一番大きい
組！みんなの憧れになれるよう、力を合わ
せてがんばるぞ！

～ぞう組～
幼児園のリーダーとしてがんばっ
てきました。４月からは１年生！ぞ
う組で育てた、『げんき』『やるき』
『まえむき』の木をもっともっと大
きく育てて小学校もがんばるぞ！

蛍光灯専用のゴミ箱に捨てられた、
炊飯器と掃除機。
（陶公民館敷地内にて）

24．地震池
大川村と小原村の
境にある地震池（通
称：殿畑（とのばた）
池）のお話です。
この池は上ノ洞奥
深くにあり、池への道
は、天正年間に小里
城が落ち和田氏主従
が小原の鈴木氏を頼
って落ちて行った（十
三 塚 の 悲話 ） 道で あ
る。池の海抜は 616ｍというから麓までの標高差は 200ｍほどある事になる。
さて、時は明治 24 年（1892 年）、濃尾大地震時の村長加藤某は、地震被害の補
助金を受け取ろうと「大地震によって殿畑の堤が切れ大被害が出た。」と、うその報
告書を県に出しました。村長加藤某は太っ腹の人だったようで、部下の役場職員
が、「もし県から現地調査に来たらどうしますか。」と尋ねると、「貰えなくて元々。」と腹
を括っていたそうです。
村長が報告書を出して少しすると現地調査に県の役人が村にやって来ました。村
長は「そうか。」と呟いただけで慌てることもなく書類で説明を始めました。村長は現
地に着くのを遅らせれば、途中で県の役人が引き返すのではないかと考えていまし
た。村長と村役員は県の役人を案内して殿畑の池に向いました。わざと遠回りして
急な山道を選んで進んでいきました。途中、村長は調査官の被害に関する質問に
ゆっくりと答え、調査官が「まだかかるか。」と聞くたびに村長は「もう少しですよ。」と立
ち止まって汗を拭き、間をとって時間を稼いだそうです。そのうち、県の役人たちから
ぶつぶつ言う声が聞こえてきて、やがて「今日は大事な会議があるから帰る。調査は
終了したことにする。」と言い残し役人は帰って行ったそうです。村長以下みんな胸
を撫で下ろしました。実は、当時の殿畑池は沼の広いもので堤はなかったのです。
永井園次郎著の陶町史によると、猿爪村窯 9 基ほか、水上村窯 9 基ほか、大川村
窯 1 基他が被災して、岐阜県から道路補修・用水補修補助金として猿爪村に 994
円、水上村に 1,003 円、大川村に 1,193 円が下りたそうです。
やがて、立派な堤が出来上がり、地震によりできた池ということで、この池を「地震
池」と呼ぶようになったといいます。石造物の弁天が沼の中ほどにあったそうですが、
堤が高くなって水位があがり水の中に沈んでしまったそうです。
大川には「殿畑の池には子供が行ってはいけない。引き込まれるぞ。」という言い伝
えがあるそうですが、この言い伝えは、池は子供にとって危ない所ということのみなら
ず、村人の良心が、補助金不正のあった場所を子供には見せたくないということかも
しれません。

今年度も地域の方々に見守られ、のびのび大きくなりました。
これからも、かわいい幼児園のすえっこたちをよろしくお願いいた
します！

瑞浪市民図書館だより
オススメ！陶分室の本『スタンフォード式疲れない体』
山田知生

著

疲労と無縁で過ごせる人は、なかなかいません。呼吸、運動、食事など
あらゆる角度からリカバリーする本です。疲労の予防、回復にいかがでし
ょうか。
2 月の陶分室

■貸出人数： 35 人
■貸出冊数：156 冊

■3 月 9 日(土) 東海環状都市フェス in 土岐プレミアムアウトレット
東海環状道路の沿線にある市町村
が土岐プレミアムアウトレットに
集って街をＰＲしました。
ボクも瑞浪市の魅力をたくさん紹
介したよ。

■3 月 17 日(日) 旅まつり名古屋 2019
名古屋テレビ塔の下で、全国から町
の魅力を伝えるイベントが開催！
たくさんの地元キャラクターも集
って、とっても盛り上がったよ。雨
が降ったからレインコートを初め
て着たら、とっても注目されちゃっ
た。

4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。
●14 日(日)陶小学校追跡ハイク（陶小学校）
●20 日（土）どんぐり工房 周年祭（どんぐり工房）
●29 日（月・祝）全国日本うまいもの祭り 2019（モリコロパーク）
※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。

