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･･･ひまわり〔憧れ、あなただけを見つめる〕 ／

ペリドット〔友愛、平和〕

【ソフトテニス】
●インターハイ・全日本選手権大会出場決定（7 月 25 日～28 日開催）
長谷川 大祐さん（中京学院大学附属中京高等学校・3 年）

●第 66 回東海高等学校総合体育大会出場（6 月 22 日・23 日開催）
長谷川大祐さん（中京学院大学附属中京高等学校・3 年）
寺嶋 修冶さん（中京学院大学附属中京高等学校・3 年）
有我 啓汰さん（中京学院大学附属中京高等学校・3 年）

【剣道】
●全国高等学校定時制通信制体育大会出場決定（8 月 5 日開催）
三宅

怜依さん（中津川市立阿木高等学校・1 年）

【陸上】
●第 66 回東海高等学校総合体育大会出場（6 月 21 日～23 日開催）
羽柴

龍二さん〔円盤投げ〕
（岐阜県立恵那高等学校・3 年）

※陶コミュニティー通信 7 月号掲載記事にて、6 月 8 日開催東濃地区中学校総合体育大会陸
上競技会で入賞し、岐阜県大会に出場が決定した生徒さんを紹介しましたが、前号にて紹介
した生徒さんに加え、瑞浪南中学３年・長谷川 愛さんが走幅跳で 6 位に入賞し、県大会へ
の出場が決定しています。改めて関係者のみなさんはじめ皆様にお詫び方々追加のご報告
をさせていただきます。
7 月 29 日(月)に開催される岐阜県大会には、陶町出身の瑞浪南中学生徒さん 7 名が出場さ
れます。皆さん、東海大会出場めざしてベストを尽くしてください!!

大学で頑張っています!!
●天皇賜盃 第 88 回日本陸上競技対校選手権大会出場決定（9 月 12 日～15 日）
土本剣汰郎さん〔1500m〕（大東文化大学 陸上競技部・3 年）
日本全国の大学陸上競技部による大学対校選手権大
会に、陶町出身の土本剣汰郎さんが出場を決めました。
中学生の頃から本格的に陸上をはじめ、高校時代には
2016 全国高校総体では 800m に出場、岩手国体に岐阜県
代表として 800ｍに出場という経歴を持つ土本さん。
陶を離れ、大東文化大学・陸上競技部に所属し、日々
トレーニングを重ねています。
最近では思うような記録が出せなかったということ
でしたが、今回参加標準記録を突破して出場が決定し
ました。
今回の大会会場は岐阜県・岐阜メモリアルセンター
長良川競技場と地元で開催されます。
皆さん、地元を離れて頑張っている土本さんを応援してください。
10 組限定

親子の楽しい料理教室

参加者募集！

（瑞浪市食生活推進協議会

陶支部

主催）

テーマ：夏野菜をたっぷりと♪みんなでワイワイ食べましょう！

夏休み、陶公民館にて無料で楽しめる映画会を開催します。

見た目は頬ずりしたくなるキュートな赤ちゃん
でも中身は人使いが荒く口の悪いおっさんが
弟としてやってきたら･･･!?
世界中を笑顔に
そして最後はポッと心を温かくする
“おっさん赤ちゃん”が陶町で上映!!!

上映日）8 月 24 日(土)
開場 18 時～ 上映開始 18 時 30 分～
（上映時間９７分）

会

場）陶公民館 多目的ホール
全席自由 定員 100 名 入場無料

DreamWorks The Boss Baby (C) 2018
DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved.
(C)2018 Universal Studios. All Rights Reserved.

※入場には整理券が必要です。但し未就学児のお子様でイス席を利用しない場合、
整理券は必要ありません。
※整理券はお一人様 4 枚までお渡しできます。
★整理券配布開始：8 月 5 日(月) 9 時～
整理券配布窓口：陶コミュニティーセンター・陶公民館／水上簡易郵便局
（陶町明日に向って街づくり推進協議会 主催／共催 陶公民館）

夏休みの思い出に、親子で一緒に料理を作りませんか？
メニュー：いろいろ肉巻き
きゅうりとトウモロコシの白和え
なすとオクラのカレー炒め煮 など
日にち： 8 月 16 日(金)
時 間： 9 時 30 分～12 時 30 分
会 場： 陶コミュニティーセンター 調理室
対 象： 親子（小学生以上）
※但し、小学 3 年生以上の場合はお一人での参加も可能です。
持ち物： エプロン、三角巾
参加費： 無料
申込み期限： 8 月 9 日(金)17 時まで
申込み・問合せ先：瑞浪市保健センター
（☎ ６８-９７８６）

野良猫に餌をあたえないで
野良猫に餌を与えている人へ
餌を与えるだけの管理は、飼い主不明の猫が集まり、子猫が生まれてしまい、結果と
して野良猫が増えてしまいます。そして庭やごみを荒らし、糞尿などにより近所に迷
惑をかけることになります。周辺住民のすべてが猫好きであるとは限りません。また、
今まで猫に対して特別な感情を持っていなかった人も、猫により被害を受けて嫌いに
なってしまうこともあります。
最期まで責任を持って飼う意思がないのであれば、野良猫
に餌を与えることは絶対にやめてください。

環境整備作業の実施・ご協力のお願い（陶町連合区より）
◆作業日時：令和元年 9 月 1 日(日)午前 8 時～作業開始、午前 9 時～収集開始
◆作業内容：道路の補修、草刈り、河川・水路清掃、
ごみ拾いなど
◆作業区域：各区、各町内会（組）地内
※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、別途町内回覧をご確認下さい。
皆様のご参加とご協力をお願いします。

（以下英訳文）
To a person feeding a wild cat.
Cats of unknown owner gather, and a kitten is born, and, as a
result, wild cats of the management that I only feed increases. And I damage a garden
and the garbage and will trouble the neighborhood by feces and urine. All of
neighboring inhabitants may not be a cat lover. In addition, the person who did not
have special feelings for a cat is damaged by a cat so far and may come to dislike you.
If there isn’t intention to keep with responsibility to the death, please certainly stop
that you feed a wild cat.

今年もすえっこくんは「ゆるキャラ®グランプリ 2019」にエントリーしました。8 月 1 日から投票開始です。皆さんすえっこくんに一日一票!!お願いします。

※講 は公民館講座を表します。

日・曜日
行事内容
4 日㈰ 岐阜県消防操法大会
13 日㈫ 陶祖祭
猿爪区夏祭り
15 日㈭
講 モザイクタイル作品作り（猿爪区夏祭り会場にて）
23 日㈮ お年寄りと子どもの夏まつり（9：30～11：00）
サロン一歩（9：00～11：00）
24 日㈯
真夏の夜の映画会（上映開始 18：30～）
消防団市長特別点検
25 日㈰
瑞浪市ティーボール交流会
27 日㈫ 地域懇談会「市長と語る会」（19：00～20：30）
～Separate garbage according to type before throwing it away.

地 区
猿

爪

水上・大川

資源ごみ

不燃ごみ

13 日㈫

26 日㈪

14 日㈬

27 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。

★乾電池（アルカリ、マンガン、充
電式）・ボタン電池の出し方
ビニール袋などに入れて持参
した場合、袋から出して指定の
集積箱に入れてください。

★蛍光管・電球の出し方
包装材などは付けずに
取り外してください。

袋から出して下さい！

「おかあさんといっしょ！うれしいな！」
6 月 25 日、保育参加、観劇、給食試食会をしまし
た。
「今日はお母さんと給食食べる！」
「お母さんと七
夕飾り作る！」
「ロケット競争する！」と大喜びの子
どもたちでした。お母さんと一緒に体操をしたり、七
夕飾りを作ったり、人形劇を見たり楽しい時間を過
ごすことができました。
未満児ひよこ組は、お母さんと一緒にリズムに乗
って触れ合い遊びを満喫しました。大好きなお母さ
んの膝に入り、ニコニコ笑顔。3 歳児うさぎ組は親子
で七夕飾りを作りました。ハサミは初めてという子
もいましたが、お母さんに手を添えてもらいながら、
切ることができました。4 歳児くま組も、七夕飾りを
作りましたが、自分でできるところをお母さんにい
っぱい見てもらいました。子どもの成長した姿に驚
いているお母さんもいました。5 歳児ぞう組は、お母
さんと牛乳パックを使って「ロケット飛行機」を作
り、みんなで飛ばして競争しました。よく飛ばすため
にどうするか工夫したり、親子で手直ししたりして、
楽しく、あたたかく触れ合う姿がたくさん見られま
した。
お母さんがいることで甘えたり、いつもなら食べ
られない野菜を頑張って食
べたりなど、いつもとちょっ
と違う様子でしたが、子ども
たちの笑顔がとても印象的でした。
またテレビや動画ではない、生の人形劇を親子で観
ることで楽しい時間を共有できました。
園から陶町の皆さまへ質問
8 月 23 日には毎年恒例「お年寄りと子ども
のつどい」
（夏まつり）があります。園でも「す
えっこくん音頭」は踊りますが、地区のお祭り
の時、盆踊りはしますか？どんな踊りなのか教
えてください、子どもたちと踊りのレパートリ
ーに取り入れたいと思っています。

包装紙を取り外して
下さい！

28．陶の方言
陶の方言というと、「あんのー」「ほんでのー」「そんでの
ー」の『のー』言葉を思い浮かべます。標準語では「ね
ー」のところが、「のー」になっているのです。私たちの世
代は、子供の頃、「ねー」なんて女言葉みたいで絶対使
わなかったことを思い出します。
「ぼた」もこの辺り独特の言葉みたいです。田んぼや畑
などの法（のり）の意味ですが、瑞浪辺りまでは通用する
が多治見まで行くと通用しないようです。ぼた餅は牡丹
餅からきているようだが、法に一杯花が咲いているのが牡丹に見えたのだろうか。そ
れとも九州筑豊からこの地方に来た人が、草の生えた高い法を見て、炭鉱のボタ山
みたいと言ったのだろうか。
風呂から出たら「ご無礼さん」って言うのは、この辺りだけみたい。考えてみると風呂
から出たら「礼儀がない？風呂に入ったことを詫びる？」おかしな言葉です。「お先に
失礼」という意味だろうけど、最後に入っても「ご無礼さん」と言うよね。
子供たちがどたばたと暴れ回る
事を「荒びる」と言うが、「荒びる」
を辞書でひくと、気持ちがすさ
む、暴れる、乱暴するとある。こ
の辺りでは子供に対して使う事
が多いと思うが、南信濃の遠山
郷 霜月祭りのポスターに「あら
びるでな」の文字が使われてい
る。大人を含めて、みんなで暴
れるから注意しな！という意味
です。この辺りを支配した岩村の
遠山家の影響かもしれません
「どべ」もこの辺りの方言です。最下位のことを何で「どべ」と言うんだろうと思っていた
ら、大阪では最下位のことを「べった」と言うそうです。「ど」は土で「べ」はべったり。
つまり、土にべったり、速くないということです。
ネギを嫌いな子は多いが、ネブカと言うと、何かほんのりして鍋で食べれる気がする。
ビーシ（Ｂ紙）って愛知・岐阜でしか通じない。みんな標準語だと思っているのでは。
ただ、これらの方言もテレビの影響もあってか、あまり使われなくなってしまいました。
私はこの数年、思い当たる方言を書き止めてリスト化しました。興味のある方は陶町
のホームページ（http://suechou.com）よりご覧ください。

瑞浪市民図書館だより
オススメ！陶分室の本

『英国式５つのティータイムの愉しみ方』藤枝理子 著
イギリスの暮らしは、紅茶の香りで目覚める朝から、一日を終えて眠り
につくまで、生活の中にティータイムが刻み込まれています。
ほっと一息ついてみませんか。
6 月の陶分室

■貸出人数： 32 人

■貸出冊数：103 冊

■7 月 13 日(土)

■7 月 20 日(土)

当日は雨が降ったりやんだり…。
ボクはレインコートがあったけど、
お囃子のみんな、手踊りのみんな、ち
ょっと大変だったね。来年は晴れま
すように!!

たくさんの人が集まって、ボクも一緒に盆踊り
の輪に入って踊ったんだ。お囃子のみんな、練習
の成果を披露してカッコよかったよ！

８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㈮18 時 30 分～
美濃源氏七夕まつり 窯之助＆すえっこ with ミナモ on ステージ（駅前広場）
●15 日㈭18 時 00 分～21 時 猿爪区夏まつり（陶コミュニティーセンター前）
●23 日㈮9 時 30 分～11 時 30 分 お年寄りと子どもの夏まつり（陶幼児園）
※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。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。
今年もすえっこくんは「ゆるキャラ®グランプリ 2019」にエントリーしました。8 月 1 日から投票開始です。皆さんすえっこくんに一日一票!!お願いします。

