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･･･シクラメン〔ピンク…憧れ、赤…嫉妬、白…清純〕 ／

シトリン〔商売繁盛〕

10 月 19 日㈯・20 日㈰に開催された陶町文化祭、20 日㈰に開催されたサニーヒルズ祭。特にサニーヒルズ祭は天気にも恵まれ、
両日あわせて約 1,100 名の方にご来場いただきました。
陶町文化祭の会場は、絵画、写真、生け花、手芸作品、木彫、陶芸、書道などなど、
数多くの作品が展示されました。

サニーヒルズ祭は、オープニングですえっこくんのダンスがはじまり、開会式が終わ
ると、幼児園児によるリズム＆歌の披露。ご家族や来場者は、かわいらしい姿に声援
を送っていました。その後ステージではコーラス、フォークダンスなどが披露されま
した。
バザーも充実し、焼き鳥、野点、中学生ボランティアによるヨーヨー釣り、豚汁、新
米の販売等など、多くのお店が来場者で賑わっていました。

特に今年は、水上と大川の祇園祭で飾られた「狂俳」灯篭の展示があり、展示物の中
でもひときわ目立っていました。出展者代表の山下さんは、「皆さんに、もっと狂俳に
知ってもらい、これから興味を持つ人が増えるといい」と、来場者の方に狂俳につい
て、丁寧に説明されていました。

出演者、出展者の皆さん、また準備・設営から片付けとご協力いただきまし
た皆様、誠にありがとうございました。
今後とも、ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

陶町

あ・うんコンサート

開催案内

スペインバグパイプ、フィドル、アイリッシュハープ、バウロンなど…。
普段ではなかなか耳にすることができない楽器の演奏プログラムをご用意しました。
♪日時：令和元年 12 月 8 日(日)
13：30 開演（13：00 開場）
♪会場：陶コミュニティーセンター 多目的ホール
♪出演者：小嶋佑樹（スペインバグパイプ、手回しオルガン）
奥貫史子（フィドル）
上原奈未（アイリッシュハープ、ピアノ）
上沼健二（バウロンなどの打楽器等）
♪全席自由
♪入場料：高校生以上 1,000 円 小・中学生 500 円、
未就学児無料
入場券は 11 月 1 日より販売開始
取扱窓口：陶コミュニティーセンター／水上簡易郵便局
瑞浪市総合文化センター
♪主な演奏曲：アメージンググレイス／Gaita de Irish／ダニーボーイ
スコットランドザブレイブ 他
クリスマスソングも盛りだくさん
ヨーロッパを中心に広まった民族音楽のケルト音楽。
冬の午後、皆さんでホットなケルト音楽をお楽しみください。

キラッと輝く陶町民～ゴルフで全国大会へ！

中部アンダーハンディキャップゴルフ競技で優勝！全国大会へ！
陶町大川在住の水野元子さんがアンダーハンディキャップゴルフ競技に出場し、
全国大会への出場切符を手にしました。
9 月 4 日に開催された岐阜地区予選で優勝し、その後 10 月 18 日に名古屋ＧＣ和
【
合コースで行われた中部大会にて優勝。
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共
に
】

陶町民インディアカ大会に参加しよう！
スポーツの秋のしめくくり！
ご近所さん・ご家族・お友達・町内のみんなで集まれ！
チームをつくってインディアカを楽しもう！
❂日にち：令和元年 11 月 17 日(日)
❂時間：開会式 8 時 30 分～、試合開始 9 時～
❂会場：陶小学校 体育館
❂参加申込は、各町内の体育部長にお申し出ください。
※各グループの体育部長代表の方は申込期限（11 月 5 日(火)）までに
陶コミュニティーセンターまでお知らせください。
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

清掃奉仕作業

参加ご協力のお願い

12 月 1 日(日)午前 8 時より、清掃活動を行います（小雨決行）。
清掃時間は約１時間。寒い時期ではありますが、陶町民の皆さま、協力団体の
皆さま、参加ご協力のほどよろしくお願いします。
✾日時：令和元年 12 月 1 日(日)
✾集合場所：大川 喫茶『カトレア』前・希望が丘入口横 県道広場
✾作業箇所： ①国道 419 号線こま犬～小原境まで
②国道 363 号線 大川交差点～曽木境まで
③県道 20 号線 大川交差点～稲津町境まで
④市道 水上・川折線 メロディー橋～ダム入口まで
⑤国道 363 号線 メロディー橋～どんぐり工房入口まで
✾持ち物：軍手、火バサミ など
ゴミを入れる袋は街づくりで準備します。
✾協力団体：陶町連合区会/ゴールド会/32・33 年会/猿爪長寿会/水上長寿会
大川葉桜会/どんぐり工房/瑞浪市役所 陶会
（主催：陶町明日に向って街づくり推進協議会）

【岐阜地区予選のトロフィー】
陶コミュニティー通信は、陶町ホームページ（http://suechou.com）にてカラー版をご覧いただけます

※講 は公民館講座を表します。

日・曜日
㊗3 日㈰
4 日㈪
8 日㈮
10 日㈰
12 日㈫
14 日㈭
16 日㈯

行事内容
ふれあい広場（9：00～13：00、受付 8：20～）
講 中高年から始めるらくらくピアノ（10：00～11：30）
講 だしソムリエから学ぶ だし活料理教室（10：00～13：30）
小里川ダム湖周ウォーキング（9：00～15：30）
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）
ひなたぼっこの集い
すえふるさと福祉村 健康講座（13：30～15：00）
陶町民インディアカ大会
瑞浪市農業祭
講 中高年から始めるらくらくピアノ（10：00～11：30）
陶与左衛門窯 蔵出し市
瑞浪市健康まつり
陶与左衛門窯 蔵出し市
講 作って味わう世界のパン（9：30～13：30）
講 ハーブ活用塾（19：00～21：00）

17 日㈰
18 日㈪
㊗23

日㈯

24 日㈰
26 日㈫
28 日㈭

～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㈬

25 日㈪

14 日㈭

26 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。

やめてください！不法投棄！
先日、陶コミュニティーの敷地内に、箱に入れ
られた“カーナビ”の不法投棄がありました。
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』に案内があります。
各自で確認をして、指定されたゴミの出し方を
するように心がけてください。
不法投棄されたカーナビ

『瑞浪市家庭ごみの分け方・出し方便利帳』にはゴミの分別や
出し方、廃棄物処理手数料などが丁寧に記載してあります。
ご一読のうえ、ゴミを分別・処分してください。

31．方言昔話⑶
これは江戸時代の終わりころの話しだけんどのー。
その頃の猿爪村には村の真ん中あたりを中馬街道が通っとってのー、信州から米や酒ら
を尾張に、尾張から塩や茶碗やらを信州に運ぶ馬や人が結構往来しとったんや。
信州の人が、馬を引いて吹越峠を越えてやれやれと猿爪村のある所まで来るがさぁと、
突然、馬が嘶き前へ進みゃへん。前足をあげたり後ろ足で蹴ったりするもんだから、馬に積
んだ荷物はわやだわさ。馬引きはうろこいているが、そんでも何とか馬をなだめて荷物があ
んじゃないのを確認して、やっとこさで通り過ぎるのやった。
こなぁだも、大八車を引いて通りがかった隣村の人が、同じ場所で車の車輪が外れて立
ち往生しとったげな。
そんなようなことが何べ
んかあったもんだから、
村人んたぁが「これは何
かある。祟りでもあるんじ
ゃないか。」と噂をし始め
たころ、村に急病人が出
たんだと。ほんだもんで、
村の衆数人で急病人を
戸板に乗っけて明知の
医者まで 向か う途中に
のー、この地点まで来る
ちゅうと、病人は急に頭
を痛がってのー、頭を上げるがさぁと何かを叫びながら山に向って指差ぁた途端、息絶え
てしまったと。
庄屋どんと村人数人がやっぱ何かあると、病人が指差ぁた山に入ってみるがさぁと、倒れ
た木のくろで雑草に埋もれたばばぁ馬頭観音さんが見つかってのー。庄屋どんが「こりゃあ
観音様の怒りだ。」「早いとこ水をぎょうさん汲んで来い。」と叫ぶがさぁと、庄屋どんが中心
になって経をあげながら観音様を心こめて洗い清めたそーな。綺麗になった観音様は街
道横まで運ばれ、新しい土台に安置されるがさぁと村の衆みんなで花を手向けて不遇を
お詫びし、えらぁおっさんを呼んで経をあげてもらったげな。
そしたら、じっきに観音様の怒りは癒えたのか、何事もなくの往来できるようになったとさ。
この馬頭観音は、現在、猿爪本町の山善さん宅前で花を手向けられ、今も通行人を見
守っておらっせる。

「一年生になったら…」
10 月 16 日（火）に交通安全教室で、ぞう組（年
長）が親子で通学路を歩いて小学校へ行きました。
集合場所や危険な箇所を確認しながら歩くことが
できました。「一年生になったら頑張って歩く！」
と張り切る子もいれば「一年生になったらお兄さん
と行くの？」「お母さんと車で行かないの？」など
ちょっぴり不安を感じる子もいましたが、とても貴
重な体験となりました。また、小学校の加納校長
先生から「小学校に元気で来てください。分団の
お兄さん、お姉さんと頑張って歩いてきてくださ
い。そして交通ルールを守ってください。楽しみ
に待っています」と話をしていただき、小学校へ
の期待が膨らみました。その後に、交通指導員さ
んや陶の交通安全協会の方々と、園周辺で道路の
歩き方や渡り方などを確認しました。

「大きくな～れ！」
８月の終わりに地域のおじいさんのご協力で用意できた畑に、９月の初めに
大根の種まきをしました。（職員では耕すことが出来ず困っていましたが、助
けていただきありがたかったです）子どもたちは毎日「大きくなってきた！」
「早く大きくな～れ！」と様子を見て水やりをし、
収穫を楽しみにしています。
畑作りや、野菜作り…職員は知らないことが多い
ので、教えてくださる方、お手伝いしてくださる方
を募集しています。ご指導よろしくお願いします。

※節分の豆を集めています
2 月の節分に豆まきを予定しています。昨年度も募集しましたが、時期が遅
かったようで「もう余ってないよ。言うのがちょっと遅いで、来年は１０月く
らいに頼んでみや～」と地域の方に教えていただきましたので早めに募集さ
せてもらいます。
子どもたちが十分に撒けるよう、もしお家に使わない豆（古くなってしまっ
た豆やくず豆など）がありましたら、園の子どもたちにいただけないでしょ
うか？直接、園に持ってきてくださるか、ご近所で園に通う子がいたら渡し
ていただけると助かります。ご協力お願いします。

瑞浪市民図書館だより
オススメ！陶分室の本

『警察用語の基礎知識』古野まほろ 著
TV や小説などで警察モノは特に人気があります。元警察官だった
著者が、事件や隠語などをエッセイ形式で解説します。読み終えた
後には知らないうちに警察通になっているかもしれません。
９月の陶分室

■貸出人数： 31 人

■貸出冊数：111 冊

■10 月 20 日(日) サニーヒルズ祭
朝は肌寒かったけど、日中はとってもいいお天気で暑いくらいだったよ。
焼き鳥や五平餅、フルーツやわたがし、かわいいエプロンなんかも売っていて目移りしちゃった。
もちろん、ボクのグッズも販売したよ!! 買ってくれたみなさん、ありがとう！

ゆるキャラグランプリ 2019 の投票は 10 月 25 日をもって終了しました。
結果は来月発行のコミュニティー通信 12 月号にてお知らせします。

11 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。
●3 日㈰9 時 00 分～ ふれあい広場（陶小学校グラウンド）
●17 日㈰10 時 00 分～ 大焼き芋大会（おばあちゃん市山岡）
※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。

