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･･･ガーベラ〔究極美(黄)、感謝(ピンク)、神秘(赤)、希望(白)〕 ／ トルマリン〔寛大、潔白〕 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【展示の部 主な出展者・出展団体】 
水上区（祇園祭狂俳灯篭）／雅会（生け花）／陶児童館（マルチボックス他）／ 

春陽書道教室（書道）／陶幼児園（絵）／陶小学校（絵画、書写 他）／瑞浪南中学

校（陶芸作品 他）／いきいきサロンにこにこ会（手芸作品）／陶宅老所（書道、工

作など）／ハルルの会（パステルアート画）／学用品“リ・エントリー”（学用品のリ

サイクル品）その他、木游会、サニーヒルズみずなみ、陶与左衛門窯、陶墨会など。 

個人作品では、写真、押し花、パッチワーク、絵画が出展。 

たくさんの作品が展示されます。 
 
 
 
 

 

 

9 月 19 日㈭午前 9 時、陶与左衛門窯に今年も火が入りました。9 月 23 日㈪ま

での期間、町の有志の皆さんを始めとする大勢の皆さんが 24 時間火を絶やす

ことなく薪をくべる作業を行いました。 

   
9 月 22 日㈰には「陶与左衛門窯まつり」も開催され、訪れた見学者の皆さんは

窯の迫力に圧倒されていました。9 月 29 日午前 9 時からは蔵出しが行われ、

約 3,000 の作品が取り出されます。 

作陶された皆さんは、どんな作品に仕上がっているかとても楽しみですね。 

 

 

 
9 月 12 日(金)、陶寿大学 18 名の皆さんは、な
ばなの里と名古屋城本丸御殿へ日帰り研修に行
ってきました。 
 なばなの里では、『ベゴニアガーデン』に立ち
寄りました。圧倒されるくらいの花が展示して
あり、見ごたえがありました。花の手入れなど
の話を係員さんに聞いたりして、勉強になり目
の保養にもなりました。 

 名古屋城本丸御殿では、ボランティアガイド
さん２名の方にお願いして、説明をしてもらい
ました。正門から本丸御殿の中まで、説明がな
いと見落としてしまうようなところも教えてい
ただき、得した気分になりました。 
 秋晴れの気持ちの良い日でしたが、歩行距離
が多く、勉強と同時にウォーキングも出来た一
日となりました。 
 

 

 
 

8 月 27 日㈫、恵那南高等学校の生徒さん 11 名が
陶コミュニティーセンターと茶つぼの清掃をして
くれました。 
陶コミュニティーセンター
では調理室にある食器の茶
渋などをとりピカピカに。 
 

茶つぼでは、草取りやほうきで落葉を集めてきれいさっ
ぱり。 
清掃活動に訪れてくれる生徒さん、毎年ありがとうござ
います。 

  
 
 
 
 
 
 
 

【芸能の部 主な出演団体 等】 
陶太極拳／マンドリーノ・フィオーレすえ／扇房会

／猿爪お囃子保存会／陶コーラス／陶水会／さわや

かフォークダンスの会／SUE コールアマービレ／ 

陶幼児園／すえっこくん 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

子どもから大人までが楽しめるゲームやスポーツがいっぱい(^^♪ 

家族で！友達で！ご近所さんと！ 令和初のふれあい広場に参加しよう。 

 

【日時】11 月 3 日(日) 9 時～13 時（受付 8 時 20 分～） 

【会場】陶小学校 グラウンド 

 

～こんなゲームやスポーツが楽しめます～ 

メッセージをつけた風船飛ばし／42.195kmを絆でつな

ぐ「絆マラソン」一走り 67m！／地域対抗綱引き／ 

ストラックアウト・ビンゴ／グラウンドゴルフ／ 

長ぐつ投げ／豆つかみ 

✿各種目、年齢区分ごとで上位２位まで賞品あり。 

✿ゲームや競技に参加して、豪華景品が当たるくじ引きに

挑戦！ 

✿さらに、ゲームや競技に参加してくれた人には、美味し

いトン汁とおにぎりを用意。 

✿すえっこくんの誕生日をシュークリームでお祝いしよう！ 

 

※雨天の場合は、体育館で可能なゲーム＆スポーツを行います。 

（主催 陶町青少年育成町民会議） 

 

 

 

 

瑞浪南中学校３年生 水野 歩さんが、10 月に神奈川

県で開催されるジュニアオリンピック陸上競技大会の

円盤投げに出場することが決定しました。 

砲丸投げを専門として活躍していた水野さんですが、

８月からジュニアオリンピック出場を目指して円板投

げに挑戦し、今回見事出場の切符を手に入れました。 

小学校６年生の時にもジャベリックボール投げで全国

大会への出場経験がある水野さんは、「もう一度全国の

舞台で挑戦してみたい」という強い思いもあり、円板投

げに挑戦。競技経験は浅く、同じ投てき種目でも砲丸と

は全く異なる投げ方の種目ですが、練習を重ね短期でコ

ツをつかんでいったそうです。

結果、岐阜県ジュニア陸上競技大会では 34.34m の記

録で優勝し全国大会へ出場決定。目指す記録は 40ｍ!! 

全国大会まで約二週間。ケガのないように頑張って

ください。 

 

 
上記、水野さんと同じ岐阜県ジュニア陸上競技会には、瑞浪南中学１年生の沼田小
百合さんが 100m で３位に入賞、同じく 1 年生の小木曽太一さんが 1500m で 4 位
入賞という成績を収められました。みなさんの今後の活躍に期待が高まります。 

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。10月 25日まで投票ができます。皆さんすえっこくんに一日一票!!お願いします。 

陶町の人口動態（9/1 現在） 増 減 

世帯数 1,409 世帯 -3 

人 

口 

男 1,497 人 +3 

女 1,724 人 -4 

計 3,221 人 -1 

恵那南高等学校のみなさん 今年も清掃活動ありがとう

陶寿大学 日帰り研修に行ってきました

岐阜県ジュニア陸上競技大会入賞おめでとう!!

ジュニアオリンピック陸上競技大会 出場おめでとう!!

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 
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◆開催日：令和元年10 月19 日(土) 9 時～20 時 ／ 20 日(日) 9 時～16 時 

◆会  場：陶公民館…展示の部 ／ サニーヒルズみずなみ（20 日のみ）…芸能の部、バザー出店 

10 月 20 日(日)サニーヒルズ祭 
歌謡ショー出演者 末木ひろこ さん 
出演時間 12：20～13：00 

★☆文化祭＆サニーヒルズ祭の内容詳細につきましては、後日改めて新聞広告と同時に陶町内に配布いたします。★☆ 

【バザー販売品】 
新米＆餅米／焼き鳥／カモ串焼き／とん汁／ 

わたがし＆ポップコーン／すえっこくんグッズ など 

みんな集まれ！「第 33 回ふれあい広場」開催案内
今年も陶与左衛門窯に火が入りました



※講 は公民館講座を表します。 

日・曜日 行事内容 

1日㈫ 講 ｾﾙﾌﾘﾝﾊﾟﾏｯｻｰｼﾞとｽﾄﾚｯﾁ体操（19：00～20：30） 

2日㈬ 講 秋の寄せ植え講座（19：00～） 

4日㈮ 陶町教育講演会（10：30～受付、10：45～11：50） 

5日㈯ 
講 ecoprint(エコプリント) 

午前の部…10：00～12：30、午後の部…13:30～16：00 

6日㈰ 水上神社秋季例大祭 

7日㈪ 講 中高年から始めるらくらくピアノ（10：00～11：30） 

11日㈮ 講 だしソムリエから学ぶ だし活料理教室（10：00～13：30） 

13日㈰ 大川八王子神社秋季例大祭 

14日㈪ 瑞浪市福祉まつり 

15日㈫ 講 ｾﾙﾌﾘﾝﾊﾟﾏｯｻｰｼﾞとｽﾄﾚｯﾁ体操（19：00～20：30） 

19日㈯ 陶町文化祭（9：00～20：00） 

20日㈰ 陶町文化祭／サニーヒルズ祭（9：00～16：00） 

21日㈪ 
講 中高年から始めるらくらくピアノ（10：00～11：30） 

講 植物画教室 体験講座（10：00～12：00） 

24日㈭ 講 ハーブ活用塾（19：00～21：00） 

26日㈯ サロン一歩（9：00～11：00） 

27日㈰ 猿爪天神社秋季例大祭 

28日㈪ 講 植物画教室 体験講座（10：00～12：00） 

29日㈫ 
講 作って味わう世界のパン（9：30～13：30） 

講 ｾﾙﾌﾘﾝﾊﾟﾏｯｻｰｼﾞとｽﾄﾚｯﾁ体操（19：00～20：30） 

 

～Separate garbage according to type before throwing it away. 

地 区 資源ごみ 不燃ごみ 

猿  爪 15日㈫ 28日㈪ 

水上・大川 16日㈬ 29日㈫ 

 

 

 

 

 

  30．方言昔話⑵ 寝入ヶ杉 

ある夏の夕しな、猿爪村でいっちゃんの

働きもんの男が、隣村での仕事をしまいにし

て吹越まで来た時やった。黒うなっておった

空から雨が、ポツリポツリと降り始めたと。雨

はじっきにザァッーと大雨になったと。ほん

だもんで男は近くにあった杉の巨木で雨宿り

をしようと木にもたれかかっとるがさ～と、木

の周りにゃ何ともいえんえぇ香りが漂ってい

て、いつの間にかそのまんま眠ってしまっ

た。目が覚めた時、どうやら小半刻程（1 時

間くらい）たっとったらしい。男は夢ん中で杉

の皮が入っとる布団で気持ちよー寝とる赤

ん坊の安らかな寝姿を見たげな。いつの間

にか雨はすっかり上がって、時たま葉っぱか

ら落ちるしずくが月の光できれいに輝いとっ

たと。 

 男は家に帰って晩飯時、自分の家族にこ

の話しをするがさあと、なんでか分からんけ

んど、その晩げは家じゅうのもんが、ぐっすり

寝入りることができたげな。 

 その後、誰言うともなく、この杉の皮が夜泣きする赤子にええらしいしという話しにな

ったと。実際、寝しまいになっても泣いてぐずる子に、この杉の皮を細こう剥いで入れ

た枕をつくって、そいつを頭にかわせるがさあと、いつも夜泣きする赤子が不思議なこ

とにその晩からすやすや寝たという。また、夜中、急に泣き出す赤子には、かねて用

意しておいた杉の皮に火をともぉて赤子に見せるがさあと、今まで泣いとった赤子が

急に泣き止み、心地よさそうにすやすやと寝入ったそうな。 

そして、この杉の皮が夜泣きする赤子によー効くちゅうことで、杉の木に「寝入りが

杉」という名前がついたそうな。この話しはこの辺の村だけじゃのうて、かなりの遠方ま

で伝わり、どーらーたんとの人が杉の皮を取りに来たそうや。 

杉は、どーらーいかぁ木で、大人が三抱えもある大木であったが、そのうち半分は

雷で黒焦げになり、半分は皮を剥がれて裸んぼで、ちーと哀れな姿になってしもうた

げな。 

大正の頃になると、道路の改良が行われこの巨木は切り倒されて、古株は道路の

下に埋められてしまったと。現在の「サニーヒルズ」の門の下辺りにあったそうな。 

 

  

 

 

「おまつりたのしかったね！」 
 8 月２３日(金) 毎年恒例の『お年寄り

と子どものつどい』夏まつりが、陶幼児園

にて地域の皆様のご協力のもと盛大に開

催されました。 

当日は、あいにくの雨模様となりまし

たが…幼児園の親子のほかにも、小学生

や地域の方で賑わいました。各コーナー

では担当してくださるお年寄りの方々が

子どもたちに優しい言葉をかけてくださ

り、素敵なふれあいが所々で見られ、心が

ほんわか温かくなりました。 

祭りの終わりには恒例の風船飛ばし。

小雨のなか、ゆっくり、ゆっくり、色と

りどりの風船が上がっていきました。子

どもたちや地域の皆様の思いを乗せて飛

んで行った風船…今年は雨で風船に勢い

がなく、返事は期待できないと思っていましたが、陶の方と、明智のゴルフ場で

拾われた方が返事をくださいました。 

子どもたちは「楽しかった！」「もっとやりたかった！」「毎日おまつりでもい

いね！」など会話を弾ませていました。なかでも風船飛ばしは貴重な経験だった

ようで「風船が空にいっ～ぱいですごかった～！」「わたしの赤の風船がどんど

ん小さくなったんだよ～」と興奮しながら話してくれました。 

社協陶支部、児童館、その他地域の皆様には、前日の準備か

ら当日のお手伝いまで、ご協力いただき感謝申し上げます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※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 

『戦国武将に学ぶ必勝マネー術』橋場 日月 著 

いつの時代もお金の悩みは尽きません。極貧の明智光秀のため、
妻は、髪の毛を５万円程度で売ってしまいます。そんな、少し切ない
エピソードも掲載されています。 

8月の陶分室  ■貸出人数： 31人  ■貸出冊数：90冊 

10 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。 

● 20日㈰ 9時 30分～ サニーヒルズ祭（サニーヒルズみずなみ） 

● 27日㈰ 10時 00分～ 大正村かえでまつり・こども広場（大正村） 

※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。 

■9 月 22 日(日) 陶与左衛門窯まつり 

 

まずは、「entry@vote.yurugp.jp」へ空メールを送信するか、

右の QR コードを読み込んで投票手続きへ！ 

10 月 25 日(金)18 時まで投票可能。一日一票投票してね。 

※mail で登録する場合は、受信拒否設定を解除してください。 

すえっこくんもエントリー。 

投票は 10 月 25 日(金)18 時まで。 

 

巫女さんと一緒に“ハイ、ポーズ”。 
希望の薪にボクもお願いしたよ。 

お天気が心配だったけど、最後まで雨に降られず無事に開催できてよかった!! 

開祭式に、ちょっと参列
させてもらいました。 

https://ejje.weblio.jp/content/Separate+garbage+according+to+type+before+throwing+it+away.

