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陶町総合６位 陸上は昨年に続き優勝！ 

令和元年 5 月 12 日㈰・19 日㈰、第 64 回瑞浪市民体育大会・春季大会が開催。 

12 日㈰に瑞浪市総合体育館にて開会式が開催され、全 16 種目により熱戦が繰り

広げられました。 

《種目別 陶町順位》※参加競技のみ 

陸 上・・・・・・ １位 バドミントン・・・・ ４位 
弓 道・・・・・・・ 2位 軟式野球・・・・・・ 5位 
ソフトテニス・・・・ 2位 テニス ・・・・・・・5位 
バレーボール・・・・ 2位 剣 道・・・・・・・ 6位 
バスケットボール・・ ３位 クレー射撃・・・・ 入賞外 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
5 月 26 日㈰、陶小学校グラウンドにて陶町民ティーボール大会が開催され、
陶町内各地区より８チーム、小学生から大人まで約 130 名が参加しました。 
朝から気温がどんどん上がる暑い日に負けることなく、皆さん声を掛け合いな
がらゲームを楽しんでいました。 
 

★☆★☆ 大会成績 ★☆★☆ 
 Ａ面 Ｂ面 

優 勝 大川 4-1 号・4-2 号・5 号 大川 1 号・2 号・3 号 

準優勝 本町 3～6 丁目・新町 2～4 丁目 水上 2 号・3 号 

※詳細は陶町ホームページ（http://suechou.com)にて情報アップ予定です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 月は 1 日㈯に『陶町民ポールウォーキング大会』が、23 日㈰には『陶町民ソ
フトバレーボール大会』が開催されます。 
人数の関係で参加が大変な地区もあると思いますが、これからもたくさんの方
の参加をお待ちしています。皆さんで一緒にスポーツを楽しみましょう。 
 

 

5 月 14 日㈫、陶寿大学健康ウォーキングが開催されました。 

今年は豊川稲荷と岡崎公園でウォーキングをする予定でしたが、生憎の大雨と

なり、大幅に予定変更をして、“カクキュー八丁味噌工場”の見学、“豊川稲荷”

の参拝、“えびせんべいとちくわの共和国”へ行ってきました。昼食には、名物

のいなり寿司をいただきました。豊川稲荷では、雨に濡れての参拝となりまし

たが、みなさん雨に負けることなく、元気にウォーキングをすることが出来ま

した。改めてみなさんのパワーを感じた一日となりました。 

 

  

 

 
思い出の品を整理しながら、心の中や自身の情報を整理整頓。 
これからの人生をより輝くものにするために…。 
“あったかい生前整理”についてお話をしていただきます。 

 
 
開催日：7 月 6 日(土) 13 時 30 分開演（13 時開場） 
会 場：陶公民館 多目的ホール 参加無料 
講 師：水野久美子氏（株式会社グラシアス 取締役） 
 

★筆記用具をご用意ください。 

★詳しくは、町内回覧チラシをご覧ください。 

 

 

 

5 月 6 日㈪東濃カントリー倶楽部にて、第 26 回陶町民ゴルフ大会が開催され、

63 名の参加者がゴルフの腕を競いました。 

当日は若干風があったものの、爽やかな晴天に恵まれた気候の中、参加者の

皆さんは同級生グループやご近所さんグループなどで、和気あいあいとゴル

フを楽しみました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆入賞者◆ 

優勝：野村昭次さん  準優勝：永井嗣実さん ３位：杉浦敏弘さん  

成績詳細は、陶町ホームページ（http://suechou.com)にてご覧下さい。 

 

 

 
6 月 9 日㈰、「市制 65 周年記念 令和元年度瑞浪市消防操法大会」が瑞浪中央
公園で開催され、陶町・第五分団が出場します。 
第五分団の登場は 10 時 40 分頃の予定です。 
また、5 月 31 日㈮20 時から陶小学校のグラウンド
にて壮行会が行われます。こちらは操法大会さなが
らの様子をご覧いただけます。 
 
お時間のある方、操法大会、壮行会へ足をお運びい
ただき、第五分団の日々の練習の成果、一致団結し
た姿を是非間近でご覧下さい。 
 

 

 

 

下記のとおり陶町内一斉清掃作業を行います。町民皆様のご協力お願いします。 

■開 催 日：6月 16日(日) 午前 8時～作業開始、午前 9時～収集開始 

■清掃場所：陶町地内の幹線道路及びその周辺 

■作業内容：道路（歩道含む）・公園の草刈、河川の清掃、 

ごみ拾い 

 
※小雨決行。中止の場合は当日の午前 6 時 30 分に決定し、 
午前 7 時に防災無線にて連絡いたします。 
※実施内容詳細については、別途回覧をご確認ください。 

 

 

 

かねてより会葬礼状に同封されていました、「香典返し簡素の

お知らせ案内（陶町連合区名）」につきまして、諸事情により廃

止することとなりました。 

皆さま事情ご賢察いただき、ご理解のほどよろしくお願い申

し上げます。（陶町連合区） 

 

 

陶町の人口動態（5/1 現在） 増 減 

世帯数 1,417 世帯 -1 

人 

口 

男 1,497 人 -2 

女 1,738 人 -11 

計 3,235 人 -13 

陶寿大学 健康ウォーキングにおでかけ

陶町民スポーツ大会 ティーボール大会開催しました

第 64 回 瑞浪市民体育大会 春季大会開催結果

香典返し簡素化に関する案内状 廃止のお知らせ

陶町内一斉清掃 ご協力のお願い

消防第五分団 応援よろしくお願いします！

陶町民ゴルフ 新緑の中でナイスショット！

～明日からもっと素敵に生きる～ 

講演会「今日から始める生前整理」開催案内

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 

【陸上競技に出場した皆さん 他】 【開会式の様子】 

【優勝 野村昭次さん】 【“真ん中賞”の溝口さん】 

【カクキュー八丁味噌工場にて】 【豊川稲荷参道】 

【操法大会～昨年の様子】 

【Ａ面 優勝チームの皆さん】 【Ｂ面 優勝チームの皆さん】 

 すごいな 
大川…！ 



※講 は公民館講座を表します。 

日・曜日 行事内容 

1日㈯ 
陶町民ポールウォーキング大会（受付 8：30～） 

講 キッチンハーブ活用講座（10：00～12：00） 

3日㈪ 講 らくらくピアノ（10：00～11：30） 

7日㈮ 陶町青少年育成町民会議（19：00～） 

9日㈰ 瑞浪市消防操法大会（8：30～） 

16日㈰ 
陶町内一斉清掃（8：00～） 

瑞浪市主張大会（13：30～） 

17日㈪ 講 らくらくピアノ（10：00～11：30） 

23日㈰ 陶町民ソフトバレーボール大会（開会式 8：30～） 

25日㈫ 
講 作って味わう世界のパン（9：30～13：30） 

講 ボタニカルキャンドル作り（19：00～21：00） 

29日㈯ 講 ふんわりブッセ作り（13：00～15：00） 

 

 

地 区 資源ごみ 不燃ごみ 

猿  爪 12日㈬ 24日㈪ 

水上・大川 13日㈭ 25日㈫ 

 

 

 

 

 

 

  26．隣村の中馬街道 

 

中馬街道は江戸時代に信州飯田から私たちの町を通って瀬戸経由で尾張名古

屋へ至る道です。信州から米・酒・煙草などを、尾張からは塩・陶磁器などを盛んに

運びました。また、街道が整備されるにしたがって遠州の秋葉神社、お伊勢さんなど

参詣の道としても利用されました。 

陶町の中馬街道は、昨年「陶町歴史ロマン NO.25（陶コミ通信 H.29.4号掲載）」で

紹介しましたので、前後の町を眺めてみたいと思います。 

猿爪村の東は吉良見村で、その東が明智村です。吉良見村との間には吹越峠が

あり、現在は掘り下げた所を通っていますが、昔は山越えの難所でありました。吹越と

いう地名は「風が吹き山を越える」から来ているそうです。 

吹越を越えてしばらく下る

と「関屋口」というバス停が

ありますが、そこから旧道に

入ると吉良見関屋の石仏群

が見られます。ここは、小泉

へとの分岐点ですから多く

の石仏が見られます。 

吉良見の向こうの明智町

では、大正村を紹介する中

で明智町の常盤地区を中

馬街道と南北街道（三河へ

の道）が交差する古い町並

みとして紹介しています。 

大川村の西は曽木村で、細野村へと続きま

す。曽木村との間には乱曽坂があり、旧街道に

は所々に右の写真のような案内看板が設置され

ています。土岐市の観光案内では、「かつての酒

造りを営んだ庄屋さんの家がある大草辺りが旧

道の雰囲気を最も残している。」と紹介していま

す。濃南（曽木・細野・柿野）地区では、陶地区

の盆踊りでも定番となっている「中馬馬子唄」が

保存会の人たちにより唄い継がれています。 

 ネットで中馬街道について検索していると、

かなり辛辣ではあるけど、それなりに的を得ていると思われる意見が載っていました

ので要約を書き添えます。 

「この街道は、その昔にはかなりの往来があり、街道筋の瀬戸・柿野・明智などに

は宿もあり栄えたが、鉄道・高速道路・主要国道から外れてしまってからは、横の繋

がりは完全に分離してしまった。瀬戸市は名古屋の衛星都市に、鶴里・曽木は土岐

市の山間部、陶は瑞浪市の奥地に、明智・上矢作は恵那市の山間部となってしま

い、往来は歴史のかなたへ消えてしまった。新東名で息を吹き返した遠州森など物

流・交通の拠点を取り戻す動きが重要ではないのだろうか。」 

 

  

 

「やねよ～りた～か～い 

こいの～ぼ～り～♪」 
５月９日（木）、陶幼児園にたくさんのこいのぼりが揚が

りました。早朝より、シルバー陶支部のおじいさん、おば

あさんが子どもたちのために一生懸命頑張ってください

ました。 

登園した子どもたちは、何が始まるのかドキドキ･わ

くわく…「あっ長い竹がある！」「長いひも（ロープ）

がでてきた！」「こいのぼりかなぁ？」など会話をし

ながら、おじいさんたちを見続けました。 

いよいよ、こいのぼりが揚がると「わぁ～すご～

い！」「いっ～ぱいのこいのぼり～」「おじいさんたちってすごいねっ！」と

大歓声が上がりました。そして「やねよ～りた～か～いこいの～ぼ～り～♪」

とみんなで歌って楽しみました。幼児園の近くを通られたら、たくさんのこ

いのぼりを見ていってくださいね。 

こいのぼりが揚が

ってから数日後、幼

児園に『陶町に住む

おばあさんより』と

いう手紙が届きまし

た。「～てづくりの おおきな こいのぼ

りにかんどうしました。げんきをもらいま

した～省略～」という子どもたちに向けた

温かい内容でした。子どもたちも「誰

からだろう？」「おばあさんってここ

の近くの人なのかなぁ？」と手紙を見

せるととてもうれしそうでした。（職

員にも温かいお言葉をいただきまし

た）ありがとうございました。 

たくさんの地域の方に見守られて、

こいのぼりのように元気でたくまし

く育っていく陶幼児園の子どもたち

です。 
 
 
 

 

※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 

『世界の国境をあるいてみたら・・・』番組取材班 著 

世界中の国境を紹介する本。ベトナムの水上集落では養殖業が廃業の危機
に。最大の輸出先アメリカの関税引き上げによるもの。 
こんな所にも影響があるみたいです。 
 

4月の陶分室  ■貸出人数： 34人  ■貸出冊数：144冊 

６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。 

●9日(日)瑞浪市消防操法大会（瑞浪中央公園） 8時～ 

●15日（土）きなぁた周年祭（きなぁた瑞浪）10時～15時 

※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。 

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。 

新緑の陶町を走り抜けるグランフォンド東濃。 
陶コミュニティーがチェックポイントになっていたから参
加者の皆さんがお立ち寄りしました。 
かっこいい自転車がたくさん。参加者のみなさんもとっても
かっこよかったよ。 
ボクは足が届かないから、自転車はちょっと無理かな(^_^;) 

吉良見関屋の石仏群 

■5 月 26 日(日) 陶宅老所まつり 

☆募集しています☆ 

幼児園のこいのぼりが古くな

り、修理しながら毎年揚げていま

す。お家で使わないこいのぼりが

ありましたら、幼児園にいただけ

ないでしょうか？ 

ご協力をお待ちしております。 

陶宅老所まつりに来たよ。今年で 21 回目の宅老所まつり。5 月にしては暑い日だったけど、
いろんな出し物があって、利用者の皆さんや会場を訪れた皆さんもとっても楽しそう！ボク
も出演者の皆さんと一緒に踊ったり、会場のみんなにご挨拶したよ。 

 

■5 月 12 日(日) グランフォンド東濃 2019 


