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･･･スズラン〔幸福の再来、純粋、謙遜〕／ ･･･エメラルド〔幸福、安定〕 
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副区長 岩島 直樹 

副区長 山田 秀樹 

水上区 区長 小木曽 政行 副区長 早川  浩 

大川区 区長 水野 正夫 副区長 河野 典夫 

監 事 小笹 主夫 、 夏目 和彦 

 

 町 名 町内会長   町 名 町内会長 

1 東町 １ 西尾 新二 19 梨ヶ根   小木曽正敏 

2 東町 ２ 樋口 潤一 20 下山町 竹口 久幸 

3 東町 ３ 板垣 秀明 21 宮 町 秋山 英基 

4 細久手 西尾 正浩 22 西 町 松元 清志 

5 旭町 １ 長屋 勝利 23 学校前町 安藤 森夫 

6 旭町 ２ 熊谷 哲也 24 あけぼの台 加藤 秋男 

7 旭町 ３ 小木曽昌巳 25 水上 １ 熊谷 真一 

8 旭町 ４ 小木曽敏夫 26 水上 ２ 小木曽 修 

9 新町 １ 門野 晴介 27 水上 ３ 小木曽森司 

10 新町 ２・３ 中村 鈴彦 28 水上 ４ 小木曽博文 

11 新町 ４ 市川 泰子 29 大川 １ 河野 佳宣 

12 本町 １ 保母 一明 30 大川 ２ 田辺 廣明 

13 本町 ２ 山内 健二 31 大川 ３ 平岩 末男 

14 本町 ３ 伊藤 典昭 32 大川 ４-１ 西尾 誠司 

15 本町 ４ 髙橋 英昭 33 大川 ４-２ 河野 誠也 

16 本町 ５・６ 伊藤 昭史 34 大川 ５ 加納 恵次 

17 元町 １ 橋本 勇二 35 大川 ６ 青木   治 

18 元町 ２・３ 伊藤 紘生 36 大川 ７ 内田 益彰 

 

 

 

今年度も陶公民館にて、春季公民館講座を開講いたしま

す。お一人様での参加も O.K! 詳しくは広報みずなみ 4 月

15 日号と同時配布の『陶公民館講座のご案内-2019 年度 

春号』をご参照ください。 

 

一回で完了する講座、「プリザーブドフラワーアレンジ教

室」、「大人の水彩画体験講座」の受講者も募集しています。 

お申込み、お待ちしております。 

 

 

 

陶ナイター野球の登録チームを募集しています。 

大人になった野球少年、野球を楽しみたい方。登録お待ちしています！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
陶町大川地区内（水川保育園跡地 上部箇所）にて破損していまし

た橋の復旧工事が完了し、4 月 22 日より通行可能となりました。 

これによりコミュニティーバスは従来の経路に戻り、十三塚～水

上公民館下のバス停の使用が可能となります。 

 

 

4 月 15 日(月)、平成 31 年度陶寿大学始業式が陶公民館で行われ、26 名の陶寿

大学学生さんが出席しました。今年度は、新入生 1 名が新たに加わり、39 名での

新年度スタートです。 

始業式のあとは、名古屋ヤクルト販売株式会社の

管理栄養士 前田さんに、【健康教室】として、お

なかのお話しをしていただき、腸の体操を教わり

ました。 

腸内細菌はおなかの中に約 100 兆個いること、

重さにすると 1.5 キロにもなること、良い菌と悪

い菌のバランスが大事、などの話をしていただき

ました。 

毎日の食に関係のあるお話でしたので、

皆さんメモを取りながら、興味深く聞き入

っていました。 

 

寿大学では、多くの行事を計画し、みな

さんと楽しみながら学んでいきたいと思っ

ています。年間を通じて学級生を募集して

いますので、希望される方、興味のある方

は、陶公民館までお知らせください。 

（電話 65-2112） 

 

 

みんなでスポーツをしよう！ 

新緑がまぶしくなり始めるこの季節、家族や気の合う仲間と一緒にスポーツを

楽しみませんか？ 

 

 
開催日：5 月 26 日(日)  開会式：7 時 50 分～ 

会 場：陶小学校 グラウンド 

参加申込については、各町内会の体育部長さんにお問合せください。 
 

※5 月 26 日が雨天で中止の場合は、6 月 2 日(日)に開催します。 

但し、5 月 19 日(日)の資源回収が雨天中止になり、かつ 5 月 26 日が雨天でティーボ

ール大会が中止の場合、6 月 2 日に資源回収が行われるため、今年度のティーボール

大会は開催しません。 
 

 

 

陶町の自然を満喫しながら無理なく楽しく歩いて健康づくり。 

 

開催日：6 月 1 日(土) 雨天中止・小雨決行 

※中止の場合は 7 時 30 分に決定します。 

会 場：水上公民館 発着 

コース：陶町水上地区（約５km の距離を設定しています） 

受 付：8 時 30 分～ スタート：9 時  定員：50 名（年齢・性別問わず） 

申込期限：5 月 24 日(金) 17 時 

参加申込：陶公民館（ ☎ 65-2112 平日 8 時 30 分～17 時） 

 
★小学生以下の方の参加には保護者又は引率者が同伴してください。 
★ポールのレンタルも行っています。希望される方は期日までにお申込ください。 
★ポールなしでの参加（ウォーキング）も可能です。 
★当日の参加受付もしますが、その場合参加賞をお渡しできないことがありますこと、
ご了承ください。 

★雨具、帽子、飲料などは各自でご用意ください。 
 

 

～上記スポーツ大会 留意事項～ 

・参加者の事故については、主催者は傷害保険に加入している範囲内及び応急処置以上の責

任は負えませんのでご了承ください。 

・主催者が大会中の映像や写真を撮影しますことご承知ください。 

 

 

主催：陶公民館／主管：陶町体育委員会／後援：陶地区スポーツ推進委員会、体育協会陶支部 

 

陶町の人口動態（4/1 現在） 増 減 

世帯数 1,418 世帯 +2 

人 

口 

男 1,499 人 -6 

女 1,749 人 -4 

計 3,248 人 -10 

コミュニティーバス 通常経路に運行再開（市役所より）

陶ナイター野球 登録チーム募集

陶公民館講座（4月～7月開講講座） 受講者募集中

今年度 陶町連合区会 役員

陶町民スポーツ大会 開催案内＆参加者募集

今年度もますます元気！ 陶寿大学 始業式

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 

登録料：1 チーム ６，０００円 

申込期限：5 月 20 日(月) 17 時まで 

申込み・問合せ先：陶公民館（☎ 65-2112） 

 



※講 は公民館講座を表します。 

日・曜日 行事内容 

6日㈪ 陶町民ゴルフ大会（第 1 組スタート 8：21） 

9日㈭ 講 大人の水彩画教室体験講座（14：00～15：30） 

11日㈯ 講 キッチンハーブ活用講座(10：00～12：00) 

12日㈰ 
グランフォンド東濃 2019 

市民大会（総合開会式 他競技開催） 

19日㈰ 
市民大会（ソフトボール、弓道、クレー射撃） 

青少年育成市民会議 

20日㈪ 講 らくらくピアノ（10：00～11：30） 

22日㈬ 講 ﾌﾟﾘｻﾞｰﾌﾞﾄﾞﾌﾗﾜｰ ｱﾚﾝｼﾞ教室（19：00～21：00） 

24日㈮ 陶町連合区会（19：00～） 

25日㈯ サロン一歩（9：00～11：00） 

26日㈰ 陶町民ティーボール大会（開会式 7：50～） 

28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 15日㈬ 27日㈪ 

水上・大川 16日㈭ 28日㈫ 

 

 

 

 

 

 

  25．川折の発電所 

小里川ダムの完成前、小里川には通称「川折の発電所」という 3つの小規模水路

式発電所がありました。下流から第 1、第 2、第 3 と名付けられ、最下流の第 1 発電

所こそ稲津町川折にありましたが、その上流の第 2・第 3 は瑞浪市陶町水上にありま

した。建屋が小里川左岸にあり、左岸は陶町水上（右岸は山岡町田代）だからです。 

      

 

従って、 残骸(発電所遺

産）の発電用水路跡や道の

駅「おばあちゃん市」に展示さ

れている発電機や「輿運橋

（ようんばし）」と言われていた

石造のアーチ橋（通称「めが

ね橋」）は陶町の遺産でもあり

ます。 

発電所には住み込みの管

理者がおり、その子供は陶の

学校に通っていました。猿爪川沿いの、通称小滝道を通って樋の下に出るのです

が、小滝道は幅 1～2m の山道です。下校の際は、夏場はともかく、冬場は真っ暗で

心細かったことと思います。 

この発電所のうち完成したのは第 2 発電所が最も早く大正 7 年（1918 年）に完成

し、出力は 130kw でした。続いて最下流の第 1 発電所が大正 11 年に完成（出力

150kw）、最上流の第 3発電所が最も遅く大正 14年に完成（出力 180kw）した。 

現在の小里川ダムの発電量は、1,800kwで一般家庭 600世帯分というから、現在の

猿爪分も賄えないことになります。昔の川折の発電所は 3 つの出力を合わせても

460kwにしかなりません。これは、昔の電気使用量がいかに少なかったか、現在がい

かに電気に依存した社会かを物語っています。 

  

 

平成３１年度 陶幼児園スタート！ 
 
４月 9 日（火）陶幼児園の入園式、進級式がありました。 

全園児３７名（年長９名・年中１０名・年少

１３名・未満児５名）職員１２名。今年度、新

入園児は年少 6 名、未満児 1 名で少し寂しい

気はしますが、元気いっぱい、笑顔いっぱいで

スタートしました。入園式には交通安全協会

陶支部の西尾様に来ていただき、保護者の方

にお祝いの言葉と、年少うさぎ組の子に通園

バッグをいただきました。 

そして幼児園のリーダー9 人のぞう組がみんなの前で張り切って、歌を披

露してくれました。 

陶幼児園の園目標である『心も からだも たくまし

い子』を目指して職員一丸となって陶の可愛い子どもた

ちの成長を支えていきたいと思います。 

陶の地域の皆様には今年度もいろいろお世話になりま

す。また今年は『挨拶ができる子』にも力

を入れていきたいと思っています。散歩

で出会ったら子どもたちが元気に挨拶を

すると思いますので、どうぞよろしくお

願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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。 

瑞浪市民図書館だより 
オススメ！陶分室の本 

『11 歳からの正しく怖がるインターネット』小木曽 健 著 

毎日ネットを使っているけど、ちょっと不安。子どものスマホの扱いに
困っている。そんなネットを安心・安全に使うための方法をわかりやすく
紹介している本。 
 

3月の陶分室  ■貸出人数： 31人  ■貸出冊数：119冊 

 

５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。 

●12日(日)グランフォンド東濃 2019（陶コミュニティーセンター）  

●26日（日）21周年記念 陶宅老所まつり（陶宅老所） 

※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。 

■4 月 14 日(日)陶子連 追跡ハイク 

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。 

すえっこくんは商標登録を受けています。イラスト、画像などをご利用の際は 
陶公民館までご相談ください。 

毎年恒例、陶小学校の追跡ハイク。雨が降りそうで心配だったけど、なんとか大丈夫だったよ。 

陶小学校のお友達は、人数は少なくても元気なお友達でいっぱい！ 

今年の桜まつりは、陶コミュニティーの駐車場でのん

びり過ごしたよ。下から見る桜ヶ丘公園の桜も満開。

とてもキレイだったよ。 

■4 月 14 日(日) 桜まつり ■4 月 20 日(土)  
どんぐり工房 周年祭 

気持ちのいい風がふいて、とってもいい天気。桜の

花びらが舞う中、どんぐり工房のおまつりにご招待

されました。すえっこくん音頭も踊ったよ。 

トートバッグ（色 紺、白）￥８００ 
タテ 36cm×ヨコ 26cm  マチ幅 10cm 

すえっこくんもご愛用 

マフラータオル ￥８００ 
（色：黒、ピンク）幅 20cm×長さ 105cm 

陶公民館にて販売中 


