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･･･ポインセチア〔幸運を祈る、聖なる願い、聖夜、清純〕 ／

ターコイズ〔成功・繁栄・魔よけ〕

11 月 3 日(日)、陶小学校グラウンドで開催された第 33 回ふれあい広場。
天候にもめぐまれて、陶町民の皆さんをはじめ、町外の方、里帰りを兼ねて参加して
くれた方、などなど…約 280 人の方が来場し綱引きや絆マラソン、様々なゲームを
楽しみました。

１才～80 才代の方までが参加した絆マラソン。
今年の目標は、今年の大阪国際女子マラソン２
位 小原 怜さんの記録 2 時間 25 分 46 秒。
結果は…2 時間 26 分 48 秒、とわずかながら目
標タイムには届きませんでしたが、皆さん力を
併せて 42.195km を最後まで走りぬきました。

綱引きや各ゲームの得点を集計した結果、見事優勝に輝いたのは大川地区。
初の総合優勝を飾った大川地区。
来年は連覇なるか?!

陶小学校６年生児童と中馬街道散策
（陶町明日に向って街づくり推進協議会 文化教育部会）

10 月 29 日㈫、陶小学校６年生の児童の皆さん
と陶町内の中馬街道を散策し、陶町の歴史を学
ぶ授業のお手伝いをしました。
東町から大川の中馬街道沿いをバスと徒歩で移
動。陶町街づくりでは以前から陶板で中馬街道
の案内看板を設置する活動をし、過去に何枚か
陶小の皆さんと設置したこともありました。
今回の散策でも陶小卒業生の皆さんが設置した
看板を目にしながら、街づくりの担当者が話す、石碑や街道の歴史、陶町の歴
史についての解説を熱心に聞いてくれました。
陶町の歴史を知り、故郷を大切に思う大人になってくれるといいですね。

真っ青な空に放たれた風船は、雲ひとつない空を高く舞いました。色とりど
りの風船は風にのって以下のところに届きました。
※〔 〕内は、メッセージを書いてくれた方です。
・山梨県南アルプス市〔りゅうきさん〕
・山梨県笛吹市御坂町大野寺〔加藤輔之さん〕
・長野県飯田市〔勝 桔平さん〕
・長野県飯田市座光寺〔河野結愛さん〕
・東京都世田谷区下馬〔すずき たくまさん〕
・東京都 豊洲の工事現場〔岩崎柊太さん〕
東京都まで飛んだのは、今までにない新記録ではないでしょうか。
風船を拾って連絡してくれた方の中には、
「祖父が瑞浪市小田の出身で、こ
れも何かの縁かもしれませんね」と、お電話でお話しすることができまし
た。その他にも、
「瑞浪市にも遊びにいってみたいです」「きっと素敵なイベ
ントだったのでしょうね」などのメッセージをいただきました。

ご協力ありがとうございました。
■くじ引き景品提供…㈱クラウンカントリー／東濃カントリー倶楽部／西田屋製菓舗／
中新製菓㈱瑞浪工場／大川営農組合／どんぐり工房／恵那陶磁器工業組合
■協力団体…陶町連合区会／陶町街づくり推進協議会／社会福祉協議会陶支部／陶小学
校・瑞浪南中学 教職員／瑞浪南中学 生徒 34 名／陶子連／陶消防団／陶長寿クラブ／
体協陶支部／陶民生・児童委員／体育委員会／スポーツ推進委員会 （敬称略）

キラッと輝く陶町民～瑞浪市美術展入賞の皆さん
第 66 回瑞浪市美術展（一般の部）にて、陶町在住の以下の皆さんが入賞され
ました。優秀賞以上の入賞者を紹介します。
◆陶芸…市展賞 水野 東三さん
◆洋画…市展賞 須藤 信利さん
◆書…特選賞 近藤 群さん、優秀賞 近藤 薫さん、優秀賞 神崎さやかさん
◆日本画…優秀賞 西尾八重子さん

水野東三さん作品『乱れる』

須藤信利さん作品『代掻きの頃』

岐阜清流おもいやり駐車場スペースができました
陶公民館駐車場に『おもいやり駐車場』のスペースが設けられました。
こちらのスペースは、車いす利用者の駐車スペースとは別に、障がい者、妊産婦のほ
か、要介護２以上の高齢者、難病患者、歩行が困難なけが人を想定して使用できま
す（車いす利用者も駐車可）。ただし、スペース利用には利用証が必要です。
陶公民館、陶コミュニティーセンターを利用する際は、思いやりの駐車をお願いします。
この『思いやり駐車スペース』には目印のコーンが置いてあります。
一般の方は間違って駐車しないよう、ご協力よろしくお願いします。

キラッと輝く陶町民 KIDS 編

東濃陸上大会で新記録！

11 月 2 日に開催された東濃地区秋季ジュニア陸上競技会にて、瑞浪南中１年
生小木曽太一くん(陶町猿爪)が男子中学１年の部 1500m にて、4 分 43 秒 71 の
新記録で優勝しました。また、同大会で同じく瑞浪南中 1 年生沼田小百合さ
ん(陶町大川) が女子中学１年の部 100m で優勝。その他の中学生や陶小学校の
児童の皆さんも、相次いで上位入賞しています。詳しくは、陶小学校発行の
『陶陽』、瑞浪南中学校発行の『南風』を参照ください。
陶町「あ・うんコンサート」入場券

販売中

12 月 8 日㈰に開催します、
「あ・うんコンサート」の入場券を以下の箇所にて販売中。
全席自由のため入場券をお持ちの場合、スムーズに入場できる可能性があります。
今回は、バグパイプやケルティックハープなどによるケルト音楽のコンサートです。
皆様のお越しをお待ちしております。
♪入場券取扱所：陶コミュニティーセンター／水上簡易郵便局／総合文化センター
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
行事内容
1 日㈰ 清掃奉仕作業（8：00～）
2 日㈪ 講 中高年から始めるらくらくピアノ（10：00～11：30）
7 日㈯
8 日㈰
13 日㈮
22 日㈰
26 日㈭
28 日㈯
28 日㈯～
30 日㈪

講 落ち葉でシルクオーガンジーを染めよう
（10：00～12：30）
陶町「あ・うんコンサート」（13：30～ 約 90 分）
講 だし活料理教室（10：00～13：30）
講 クリスマスケーキ作り（13：00～15：30）
講 迎春アレンジメント（19：00～21：00）
サロン一歩（9：00～11：00）
消防団年末特別夜警
～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

11 日㈬

19 日㈭

12 日㈭

20 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。

✾ゴミは正しく分別して出しましょう✾
先日、懐中電灯、ライター、腕時
計、電子辞書などが陶公民館敷地内
に不法投棄されていました。不法投
棄は犯罪で、防犯カメラにも映像が
残っています。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』に案内があります。ゴミの分別方法や出
し方、廃棄物処理手数料などが丁寧に記載してありますの
で、各自で確認の上、ゴミを分別・処分してください。

32．方言昔話⑷ 嫁ご岩
むかしのお、大川村と水上村を股にして、村ん人が飼っとる鶏やうさぎを襲うかんかなあ
狐がおったげな。
この狐は賢くてのー。朝、鳥小屋に行くがさぁと羽根がちったあ落ちとるぐらいで、そお変
わっとらへんけど、鶏の数を数えてみるがさぁと減っちょる。まぁー、音もなく獲っていっちゃ
うどーらー利口な狐だった。
わやされる村人んたあが罠や寅鋏みを仕掛けてもあかすか、ちっともかからへん。そこで
村人んたあは、村いっちゃんの鉄砲撃ちに頼むことにしたげな。頼まれた鉄砲撃ちは、ある
雪の降る晩げしな、野山は雪で獲物も獲れんだろうから今日あたり現れるぞと、鳥小屋の
近くで息を殺ぉて待っとっるがさあと、雪の上で何んかが動いた。よーく見るがさあと、やは
り狐だ。狐はこっちを向いとるが、こちらには気付いとらんみたいだ。
鉄砲撃ちは目で距離を測りながら、狐に目がけて「ドン」。手ごたえがあった。狐は弾丸が
当たった瞬間に、たあもない勢いで飛び上がり、でんぐりかえったのが見えた。鉄砲撃ち
は、ちゃっと駆けつけたんだけんど、ど訳か血の跡はあるけんど狐の姿がありゃへん。確か
に当たった筈なのに…。外はもう暗ーなってきよーるから、その日は引き上げることにした。
翌朝、探ぁたけんど、夜降った雪で、血の跡も足跡も分からんくなっておった。
それからしばらくは狐の
姿を見んかったが、ある
日から早朝に平（今の学
校前）の大きな岩の前の
道を通ると、すごーきれ
いな娘が、岩の上にちょ
こんと座って、道側に足
を投げ出して「たびはかし
ょな 」「 た び はか しょ な」
と、とても悲しそうな声で
呼びかけるようになった
んだと。
この娘は、陽がのぼるが
さあーとどっかにいっちゃ
う。しばらく、こんなことが続いたけんど、そのうち娘の姿もぜんぜん見られんようになってし
まった。
村の若い衆たちが「あのきれいな娘はどこに行ったんじゃ」と、大きな岩に梯子をかけてあ
がってみるがさぁと、年くった狐が死んどったそうじゃ。よく見るがさーと、その狐は足にどー
らーけがを負っとったと。おそらくは狩人に鉄砲で撃たれた狐なんだろう。
狐は足袋を履きゃ、醜さも隠れ、野山を走った時の痛みも和らぐと思い、娘の姿に化けて
人間相手に「たびはかしょな」「たびはかしょな」と呼びかけたんだろう。
☆どぇらぁきれいな娘さんが座っとったちゅう大きな岩は、旧陶小学校西門の近
くの中馬街道沿いにあったげな。ほやけんど、県道敷設工事によって割りとられ
てしまったげな。（すえまちむかしこぼればなし より）

ひなたぼっこの集いに参加させてもらいました！
11 月 14 日（木）に陶コミュニティーで開催された、ひなたぼっこの集い
に、うさぎ組、くまぞう組が参加させてもらいました。
たくさんのおじいさん、おばあさんを
前に少し緊張してしまうのではと心配し
ていましたが「幼児園のみなさ～ん」と幕
が開き「は～ぁい！」と登場しただけで大
きな拍手をもらい、手を振ってこたえる
余裕があった子もいました。今年はおじ
いさん、おばあさんにも一緒に歌っていただけるように『ももたろう』『きん
たろう』
『うらしまたろう』を選びました。
「かわいいね～」
「元気だね～」
「上
手だね～」と歌やリズムをするたびに大きな拍手をたくさんいただき、子ども
たちのほうが元気をもらいました。
肩たたきのプレゼントでは、目を閉じて「本当に
気持ちがええよ～、もう少し上のほうも揉んで欲し
いなぁ～」とリクエストをもらい「オッケー！任せ
といて！」と楽しく話したり、「なんていうお名
前？」
「何歳になったの？」
「今日はここまでどうや
ってきたの？」と質問攻めにあったり、温かいかか
わりもたくさんみられました。
先日お知らせした「大きくな～れ！」の大根を収穫しました！
「いつの間にかこんなに大きくなっとる！」大
きく伸びた葉っぱの下に白く大根らしきものが
…3 歳の子が「葉っぱしかできんかったね…」残
念そうにつぶやいていると、5 歳の子が「大丈夫、
大根は土の中にできるんやで！」と教えてくれる
素敵な姿もみられました。
絵本『おおきなかぶ』のように「うんとこしょ！
どっこいしょ！」と大喜びで楽しい収穫となりました。
先月お願いした節分の豆ですが、早速園に届けてくださった方がありまし
た。ご協力ありがとうございました。まだまだ募集中です。古くなった豆や
くず豆がありましたら、幼児園に持ってきてくださるか、近所で園に通う子
に渡してくださると助かります。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

『おいしい時間をあの人へ』伊藤まさこ 著
手土産を写真付きで紹介。ちょっとした贈り物や元気のない人への
プレゼント。あげる理由は様々ですが、喜ぶ顔が見たい人には、オ
ススメの本。どれもおいしそうで、食べてみたくなります。
10 月の陶分室

■貸出人数： 45 人

■貸出冊数：127 冊

クリスマスの本のコーナーができました。
みなさん、借りに来てね♥

■11 月 3 日(日) ふれあい広場（陶小学校グラウンド）
開会式では選手宣誓をしたよ！
ボクの誕生会を開いてもらって、
大好きなシュークリームをみんな
で食べたんだ。お祝いしてくれた
みんな、ありがとう!!

■11 月 17 日(日) 大焼いも大会（おばあちゃん市 山岡）
天気が良くて、会場はたくさんのお客さんで
にぎわった大焼いも大会。
甘くてホクホクの焼きいもに大満足！
食べて踊ってすごく楽しい一日だったよ。

今年のすえっこくんの順位は…ご当地キャラ 427 キャラ中 245 位
でした。応援してくれたみなさん、ありがとうございました。
これからも、すえっこくんは地道に頑張りますので応援よろし
くお願いします。

12 月

すえっこくん おでかけスケジュール
※今のところ予定はありません。

※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。

