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二十四節気…1 月 6 日：小寒（寒中見舞いを出す時期） 1 月 20 日：大寒（厳しい寒さが続くころ。ここを乗り切れば春近し）

S.11 年生まれ

（左）羽柴さん （右）薄井さん
健康第一！平和で災害のない一年に
なりますように。

S.23 年生まれ 加藤さん

健康で長生きして、これか
らも大川お囃子保存会で子
どもたちの成長する姿を見
たい。
Ｈ.20 年生まれ 勝くん
僕は今年も陸上を頑張ります。
小学生最後の県大会で、いい成績が
残せるようにベストを尽くしたいと
思います！

H.8 年生まれ 小木曽さん

今年は仕事を始めて二年目の年。
まだまだできないことが多いのですが、
一つ一つこなせるようにがんばります!

S.35 年生まれ 景山さん

S.47 年生まれ
Ｓ.59 年生まれ 梅村さん

看護師として社会に貢献でき
るようにがんばりまぁーす

（右）安藤さん
健康のためにダイエット！
（左）福岡さん
健康で楽しく過ごせたらいいな。

陶町新年マラソン大会＆健康ウォーキング大会

出場者募集

あっという間に 59 年間生きさせてもらってきた。
時が過ぎるのは加速度的に早まり、いつのまにか若
い頃には考えもしなかった『還暦』の年となったが、
まだまだ薄才浅学青二才。
平均寿命まであと 20 年余、一に健康二に健康と
自戒し、他人に迷惑を掛けず、これまで受けた恩を
少しでもお返しせねばと。

第 56 回

陶一周駅伝競走大会

出場チーム募集
主催：瑞浪市陶公民館

◆開催日：令和 2 年 1 月 5 日(日)
受付 8 時 10 分～8 時 40 分、スタート 9 時 00 分
◆会 場：陶コミュニティーセンター スタート＆ゴール
◆種 目：マラソン、ウォーキング（2.2km）
◆参加資格：マラソン…小学生以上（小・中学生は保護者の参加承認書が必要）
ウォーキング…年齢制限なし（未就学児は保護者同伴）
健康に走ることができる方、歩ける方。
◆参加申込み：当日陶コミュニティーセンターにて受け付け。
（幼・小・中学生は参加承認書を持参してください。）
◆参加費：無料
◆参加賞：マラソン…図書カード 500 円分、ウォーキング…スポーツタオル
マラソンは各部門の優勝者に賞品あり！
※コースは前回大会から若干変更になります。
※保護者の参加承認書は陶町 HP からもダウンロードできます。
『http://suechou.com/』または、『すえっこぽっけ』で検索を。
※駐車場につきましては「恵陶」様、「丸新製陶所」様にご協力をいただいています。
当日係員の指示に従ってください。
★当日はマラソンコース（猿爪旧道）への車輌進入を自主規制させていただきます。
ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
清掃奉仕作業

ご協力ありがとうございました
（主催：陶町明日に向って街づくり推進協議会）

12 月 1 日(日)に行った清掃奉仕作業では、
町内各団体をはじめ、約 110 名の皆さんに
参加いただきました。
朝早くからの奉仕作業にご協力いただき、
ありがとうございました。

開催日：令和 2 年 2 月 23 日(日) 小雨決行
受付時間…8 時 30 分～9 時 00 分
開会式…9 時 30 分
閉会式…12 時 30 分（予定）
会 場：陶小学校グラウンド
参加料：１チーム 6,000 円
申し込み期限：令和 2 年 1 月 17 日(金)必着
※手続き書類及び参加料の完納を以って受付完了とします。
申し込み用紙などの詳細は陶町ホームページ
（http://suechou.com/56th_ekiden.html）からもダウンロードで
きます。右記ＱＲコードにて、HP をご確認いただけます。
当日はコース、周辺道路、コース近隣にお住まいの方に交通規制などでご迷惑
をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。

皆さまのご協力をお願いします
防災・減災ステップアップ教室

開催しました

災害時には、水も食器も十分に使用できません。そんな時に活用できるのが“ポリ袋
調理法”。多種類の料理を一つの鍋で調理することがで
きる調理法を水上区の皆さんで体験調理しました。この
日のメニューは、白米、焼きそば、シチュー、煮物、蒸
しパン。それぞれの材料を袋に入れ、空気を抜いてお湯
に投入!!
皆さん、できあがった料理に
「意外とおいしい」「一人暮ら
しにはいいかも」など、評価は上々。
避難時や災害時にも温かい食事がとれるこの調理法。興味
のある方は、街づくり・セーフティーネット部会までお問合
せください。
（主催：陶町明日に向って街づくり推進協議会）

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
5 日㈰
12 日㈰
20 日㈪
25 日㈯
28 日㈫

行事内容
陶町新年マラソン大会・健康ウォーキング大会
（受付 8：10～8：40、スタート 9：00）
瑞浪市消防出初式
瑞浪市成人式
講 中高年からはじめるらくらくピアノ（10：00～11：30）
サロン一歩（9：00～11：00）
講 作って味わう世界のパン（9：30～13：30）

『おたのしみ会が
ありました』
12 月 10 日、幼児園でお楽しみ会
がありました。ごっこ遊びや表現遊び
の世界を保育者や友だちとひろげ、お
話ごっこをステージで発表しました。
今年度は、３歳児うさぎ組が「大きな

～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

21 日㈫

27 日㈪

22 日㈬

28 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。

かぶ」、4．5 歳児くまぞう組が「オズ
の魔法使い」を題材にして楽しみまし
た。うさぎ組はステージから「ママ
～！」と手を振る子や、役の動物にな
りきってハイハイで登場する子…普段

✾ゴミは正しく分別して出しましょう✾
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。

遊んでいる感じを、そのままお母さん
たちに観てもらいました。くまぞう組
は昨年の経験もあるので、２日くらい前から「お母さ
ん観に来てくれるの楽しみ！」「はぁ～なんかドキド
キするなぁ～」と期待と緊張もありながら当日を迎え

令和元年度

瑞浪市功労者表彰・瑞浪市教育功労者表彰
陶町受賞者のみなさん

ました。
５歳児の「お母さんたちに観てもらうんだ」という

【瑞浪市功労者表彰】
◆教育文化功労～学術、芸術、教育文化の振興に尽力
河野典夫（陶磁資料館専門委員）
◆消防功労～消防団員として、多年職務に精励し、地域防災に尽力
門野 哲也（消防団員）
◆市制 65 周年記念特別表彰
小木曽京子（交通安全協会役員） ／ 樋田 和代（食生活改善推進員）
阿部 逸郎（猿爪お囃子保存会指導者） ／ 小木曽樹雄（水上お囃子保存会指導者）
加藤 勇（水上お囃子保存会指導者） ／ 加藤 善一（大川お囃子保存会指導者）

気持ちと 4 歳児の「みんなと一緒、楽しいよ～ママ観

【瑞浪市教育功労者表彰】児童、生徒、学校
沼田小百合 瑞浪南中学校：県中学校総合体育大会 陸上競技大会〔女子１年 100m〕１位
水野
歩 瑞浪南中学校：県ジュニア陸上競技会 男子共通円盤投げ １位

またひと回り大きくなる子どもたちです。とくに５歳

34．方言昔話⑸ うさぎ岩
（うさぎは 1 羽、2 羽と数えるのが正しいが、一般的には１匹、２匹と表現）
今のお月様にゃあ餅つきうさぎは２匹しかおらんけどのー、大昔にはのー、月の神様に
お仕えするどーらーぎょうさんのうさぎがおったそうな。
月の神様はどーらーきれい好きでのー、ほんだもんで地球から見えるお月様はきれいな
んよ。しかもお恵み深ぁ神様でのー、お月様の国で餅をついちゃあ他の星の神様にも分け
てあげとったそうな。
お月様の国をきれいにしたり、餅をついたりすんのはうさぎんたぁの仕事なんだけんど、
神様に背いて掃除も餅つきもやらへんうさぎんたぁもおってのー、お月様の神様はそういう
怠けうさぎんたぁを次から次へと俺らの地球に下ろーてしまやーたそうや。
最後まで残ったうさぎは 3 匹で、2 匹のうさぎで餅をつき、もう１匹は手返しをしよーた
げな。
お月様では、いっつもかも餅
をついとるんやけど、どんだけつ
いても足らへん。だって、どーら
ー数の星の神様たぁに分けて
あげるんやから。そのうち、手返
しうさぎは先に地球に下ろされ
たうさぎんたぁと同じように、だ
だをこねて時々手返しを怠ける
ようになってしまったそうや。
月の神様は、手返しうさぎに
餅つきの大切さを話ししたんや
けんど、そのうち全くやらへんくなってしまった。だもんで、他のうさぎんたぁと同じように、つ
いに地球に追いやってしまわれたんや。そんやから、残った２匹だけで餅をつくようになっ
たんよ。
先にお月様の国を追われたうさぎんたぁは、昼は寝て、お月様が出るがさあと、お月様
に向って急に踊り出して月を懐かしむのや。そのうち、うさぎんたぁは野うさぎとなり山うさぎ
となっちゃって、夜しか行動ができへん体になっちゃったそうや。
最後に下ろされた手返しうさぎも、他のうさぎと同様に月を懐かしみ、お月様のもとへ帰
りたくなり、近くの一番高い山に登って月の神様にお願いしようと山に登りかけたんやけん
ど、昼間はキツネや犬にぼいかけられてなかなか登れやせん。やっと８合目まで登った
時、太陽が出てきて昼間となり、ついに動けんなくなって岩となってしまったのや。
これが現在のうさぎ岩や。
迎える新年の干支は、うさぎ年の３つ前のねずみ年です。
３年フライングになってしまいました。よいお年をお迎えください。

て～」という気持ちが合わさり、どの子も大勢のお母
さん方の前で、堂々とした姿をみせてくれました。
「緊
張したね！」「ママがいっぱい拍手してくれたよ！」
「頑張ったよね！」とステージに立った子どもたちも
大満足のおたのしみ会となりました。保護者の方に
も、４月から、また昨年からの成長を感じていただけ
る良い機会となりました。行事を１つ経験するたびに
児は大きな自信が付き、仲間の大切さにも気付けたと
思います。
陶公民館ギャラリー

新春書初め展

開催のお知らせ

瑞浪南中学校の生徒さんの力作が公民館ロビーに展示されます。
お子さん、お孫さん、近所の中学生の作品を是非ご覧ください。
◆開催期間：令和 2 年 1 月 23 日(木)～1 月 27 日(月)
◆開催時間：9 時～17 時（但し、23 日のみ午後から）
◆場 所：陶公民館 1F ロビー 於
開催期間中の土・日曜日、9 時～17 時は公民館を開錠します
ので作品をご覧いただけます。

瑞浪市民図書館だより
オススメ！陶分室の本
『いつの間に ココまで変わった学校の教科書』
コンデックス情報研究所

昭和から令和にかけてガラリと変わった教科書。「リンカーン」は
「リンカン」へ「大和朝廷」は「ヤマト」表記へと変わっています。
時代の移り変わりを感じてみて下さい。
11 月の陶分室

■貸出人数：18 人

■貸出冊数：59 冊

A HAPPY NEW YEAR
すえっこくんは今年も頑張ります！
陶町でのイベントはもちろん、町外のイベントにも
でかける予定です。みﾃんな、すえっこくんをみかけ
たら応援してくださいね。
（令和二年 元旦）

1 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！ボクを見つけたら声をかけてね
●5 日(日)陶町新年マラソン大会＆健康ウォーキング大会
※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。

著

