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『6 月 1 日(土) 陶町民ポールウォーキング大会』 

今年は水上地区をコースとして開催しました。 
水上公民館近くの公園で準備運動をし、いざスタ
ート。お天気もよく爽やかな気候の中、まずは樋
の下を通り国道へ。そこから浄円寺に向かいひと
休み。境内の美しい庭を眺めながら水分補給。 
さらに奥の龍王山まで向かい、滝でマイナスイオ
ンをたっぷり浴びました。 

 

 
水上神社の長い階段も上がり、涼しい風が吹く好天に恵まれて、普段ではな
かなか訪れることのないコースでのウォーキングを楽しみました。 
 

 

 

【岐阜県小学生陸上競技選手権大会】6 月 9 日 長良川競技場 

〔男子〕 

・小２ 50m４位 太田広人さん 

・小５以上 コンバインドＢ（走り幅跳び・ジャベリックボール投げ） 

３位 勝 桔平さん 

勝さんと太田さんは招待小学生として第 83 回岐阜

県陸上競技選手権大会に出場が決定しています。 

 

【岐阜県中学生学年別陸上競技大会】6 月 1 日・2 日 

大垣市浅中公園陸上競技場 

〔男子〕・１年 1500m１位 小木曽太一さん 

・２.３年 砲丸投げ３位 水野 歩さん 

〔女子〕・１年 100m ５位 沼田小百合さん 

 

【東濃地区中学校総合体育大会陸上競技】6 月 8 日 多治見市星ケ台競技場 

〔男子〕・１年 1500m ３位 小木曽太一さん 

・共通砲丸投げ ２位 水野 歩さん 

〔女子〕・１年 100m ２位 沼田小百合さん、６位 安藤 心菜さん 

・共通走り幅跳び ６位 長谷川 愛さん 

・低学年 400m リレー ２位（加藤さん、沼田さん、安藤さん、東川さん） 
この大会で 6 位までに入賞した上記中学生の皆さんは、7 月末に開催される 

岐阜県大会に出場が決定しています。 

 

 

 

 

第 63 回瑞浪市市民体育大会夏季水泳競技会が以下の日程で開催されます。 

この大会へ陶町代表としての出場者を現在募集中です。 

【大会開催日】令和元年 7 月 28日(日) 

開会式 8時 30 分～、競技開始 9 時 15 分～ 

【大会会場】麗澤瑞浪高等学校室内プール（瑞浪市稲津町萩原 1661） 

【出場資格】瑞浪市民であること。 

【競技種目】自由形、平泳ぎ、背泳、バタフライ（距離は年齢区分により異なります） 

【申込期日】 

瑞浪市体育協会事務局（市民体育館内）にてお申込みをされる方…7 月 10 日（水）

陶公民館にて申込みをされる方…7 月 8 日(月) 

大会の詳細、申込方法などにつきましては陶公民館（☎ 65-2111）まで 

お問合せください。 

  
 

『6 月 23 日(日) 陶町民ソフトバレー大会』 

陶町民ソフトバレーボール大会が 6 月 23 日(日)、陶小学校体育館で開催され
ました。町内の小学生から 60 代までの 152 人が参加し、地区ごと 12 チーム
に分かれて対戦。チームメンバーをカバーしながらの好プレー、失敗も笑い
に変えてしまうような珍プレーも続出。どのチームも声を掛け合いながらボ
ールをつなぎ、参加者の皆さんは汗を流して楽しんでいました。 
 

【試合結果】 
優 勝 本町 3～6丁目・新町 2.3.4丁目 
準優勝 西町・学校前・あけぼの台Ａ 
３  位 細久手 ／ 旭町 1.2.4丁目 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

優勝・入賞チームの皆さんはもちろん、参加者の皆さん、試合終了後のご苦
労さん会(!?)でも盛り上がったこと間違いないですね！ 

 

 

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 
 
★当日は筆記用具をご用意ください。 
★詳しくは、6 月中旬に配布したチラシをご覧ください。 
 

 

 

 
6 月 9 日(日)、瑞浪市内各地区代表の消防団が技術・スピー
ドを競う操法大会が、瑞浪中央公園にて開催され 7 分団 300
人の団員が集結、5 隊 30 人が今年の種目となる“ポンプ車操
法”にて日頃の練習の成果を披露しました。 
当日は前日の雨の影響でグラウンドはぬかるみ、コンディシ
ョンは悪く時折雨が降るような状況。 

 
陶町第五分団は 5 隊中 5 番目に競技。 
水槽からポンプ車を経由してホースを
つなぎ、標的に向けて放水。さらに別の
ホースを伸ばしもう一つの標的にも水
を放しました。 
残念ながら今回の大会では入賞には至
りませんでしたが、分団長の小池さん
は「来年の種目は小型ポンプ操法で第
五分団が得意とする分野です。皆さん
の応援と期待に応えられるようにがん
ばります。」と来年の大会に向けて意気
込みを話してくれました。 

 

陶町の人口動態（6/1 現在） 増 減 

世帯数 1,416 世帯 -1 

人 

口 

男 1,498 人 +1 

女 1,735 人 -3 

計 3,233 人 -2 

  瑞浪市民体育大会 夏季水泳競技会 出場者募集

がんばる陶っ子！ ― 陸上競技大会結果 ―

令和元年度 瑞浪市操法大会 第五分団健闘

～明日からもっと素敵に生きる～ 
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【講師】 

株式会社グラシアス取締役 

水野久美子氏 



※講 は公民館講座を表します。 

日・曜日 行事内容 

1日㈪ 講 中高年から始めるらくらくピアノ（10：30～11：30） 

６日㈯ 講演会「今日から始める生前整理」（開演 13：30～） 

7日㈰ 陶町民野球大会（開会式 8：15～） 

13日㈯ 
講 キッチンハーブ活用講座（10：00～12：00） 

水上祇園祭（15：00～） 

15日㈪ 講 中高年から始めるらくらくピアノ（10：30～11：30） 

20日㈯ 大川祇園祭（19：30～） 

23日㈫ 講 作って味わう世界のパン(9：30～13：30) 

27日㈯ サロン一歩（9：00～11：00） 

28日㈰ 
講 だし活講座 

～だしと夏野菜のマリアージュランチ（10：00～） 

29日㈪ 講 中高年から始めるらくらくピアノ（10：30～11：30） 

 

 

地 区 資源ごみ 不燃ごみ 

猿  爪 16日㈫ 25日㈭ 

水上・大川 17日㈬ 26日㈮ 

 

 

 

 

 

 

  27．広表は教育の地 

 

広表（ヒロオモテ）とは陽当たりのいい所という意味の地名で、現在の陶コミ辺り一

帯の昔の地名です。 

明治から昭和にかけて、広表には猿爪の教育施設（小学校、保育園）があり、教

育の地でした。 

 

○小学校 

猿爪村は宝昌寺にあった求彦

（きゅうげん）学校が生徒数の増加

で手狭になり明治 10 年、猿爪村

広表に猿爪小学校を設立しまし

た。明治 13 年の生徒数は男子

25名、女子14名の39名でした。 

今年の陶小学校は 86 名です

が、猿爪だけなら同じ 39 名くらい

かもしれません。但し、当時の子

供は全員が学校へ行っていたわ

けではないので、現在の陶の子供

人口は明治 13 年頃より少ないこ

とになります。 

生徒数の増加で、明治 33 年には現在の山田薬局辺りに新校舎が建てられるも、

その後も生徒数の増加は続き、大正 8年にはまたも新校舎が増築されています。 

 昭和 9年 猿爪尋常高等小学校は、広表を離れ現在の陶幼児園のある場所に新

校舎を建設、水川尋常小学校と合併し陶尋常高等小学校となりました。 

○保育園 

田口和太郎（たぐち わたろう…山和陶業社長 田口典宏さんの祖父）は、地元の陶磁

器産業で働く勤労者の足手まといになる子供たちの保育を思い立ち、昭和 9年私財

を投じて広表に保育施設「陶楽園」を創立、昭和 27 年町立保育園に移管するまで

園長を勤められました。 

 

◎広表から学校・保育園は離れましたが、陶コミが広表に移転すると公民館によっ

て、再び教育の地 生涯学習の地となりました。 

 

＜陶公民館講座の人気講座＞ 

①草木染め 

②作って味わう世界のパン 

③キッチンハーブ活用講座 

 

  

 

「一緒に遊んだよ！」 
5 月 27 日、にこにこ会のおばあさんたちを

迎え、触れ合いを楽しみました。子どもたちが

歌うと「じょうず～！」「かわいい～！」と大き

な拍手をもらい大満足。その後は各クラスに分

かれて、一緒にままごとをしたり、折り紙を教

えてもらったり…温かいひとときを過ごしま

した。最後に手作り人形のプレゼントもいた

だき、大喜びの子どもたちでした。 

 

「大きなおいもができますように！」 
６月１２日、陶社協・長寿会のみなさんと一

緒に、児童館の畑にさつま芋の苗を植えまし

た。「おじさんのこと覚えとるか？」「大きくな

ったねぇ！」と声を掛けてもらい、久しぶりの

おじいさんたちとの再会を楽しんだ子どもた

ちでした。３歳～５歳の異年齢なかよしグル

ープに１人ずつ、おじいさん方に加わっても

らいました。「〇〇さん！どうやってやる

の？」「ほれ、見とれよ～」と植え方や土のか

け方を優しく、丁寧に教えてもらいました。畑

のなかで転ばないように、おじいさんの手や

腕を握り締める子どもたちの姿も微笑ましく

感じました。実りの秋が楽しみです！ 

 
地域の方々の温かい愛情に支えられて、幼児
園の子どもたちは様々な経験をさせていただ
いています。ありがとうございます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※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 

『南極ではたらく』渡貫淳子 著 

平凡な母ちゃんが、南極調理隊員に志願。３度のチャレンジで見事
合格。エネルギーも食材も無駄にできない南極生活に挑みます。 
TVでも話題になった「悪魔のおにぎり」のレシピ付き。 

 
5月の陶分室  ■貸出人数： 23人  ■貸出冊数：81冊 

7 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。 

●13日㈯ 水上祇園際（水上神社周辺） 夕方～※予定 

●20日㈯ 大川祇園祭（大川八王子神社境内）19時 30分～21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。 

当日は雨が降ったりやんだりで、あいにくのお天気。 
グラウンドのコンディションが悪い状況での応援は
中々大変。出場者のみなさんはもっと大変。 
でも、たくさんのお友達が来てくれて楽しんだよ。 
レインコートを着たボクを見てみんなが“かわい
ぃ！”って褒めてくれたよ！ 

■6 月 15 日(土)  

 

きなぁた瑞浪７周年祭におで
かけ。この日は『大湫太鼓』や
『釜戸音楽の仲間たち』の皆さ
んの演奏を聴いたよ。 
少し雨が降ったけど、頑張って
お客さんをお迎えしたよ。 

■6 月 9 日(日)  

草木染め講座  

消防    すえっこくん 

キッチンハーブ活用講座 


