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二十四節気…2 月 4 日：立春（この日から初めて吹く強い南風を“春一番”という） 2 月 19 日：雨水（雨が大地を潤し植物が芽を出す）

令和になって初めての成人式。
陶町では 28 人の新成人が新たな時代への第一歩を踏み出しました。

新成人の皆さんにインタビュー

晴れ着姿やスーツ姿で久しぶりに会う同級生と、
笑顔で再会を喜ぶみなさん。
ご成人おめでとうございます。

きらっと輝く陶町民

瑞宝単光章受章

令和元年秋の危険業務従事者叙勲で、宮島賢一さ
ん（陶町猿爪在住）が瑞宝単光章を受章されました。
昭和 44 年 10 月から 35 年半警察官として勤務さ
れ、地域の安全確保に尽力。東濃地方、可茂地区、
郡上地域と広域に亘っての勤務でしたが「家族の
支えがあったからこそ職務に専念できた」と当時
を振り返られました。特に奥様の支えが心強かっ
たそうです。
「妻と共に皇居に参内し、天皇陛下に拝謁の栄誉
と共にお言葉まで賜りました。これは皆さんのご
支援とご協力と家族の理解があっての事だと感謝
しています。これからもよろしくお願いします」と
受章を喜ばれました。

第 47 回新年マラソン大会

新春の陶町を駆け抜ける！

令和２年 1 月 5 日(日)、陶コミュニティーセンターを発着点として、陶町新年
マラソン大会兼健康ウォーキングを開催。
マラソンでは 126 名が、健康ウォーキングでは 43 名の参加があり、新春の陶
町猿爪地区の街を駆け抜けました。
《各部門 ３位までの入賞者》敬称略
部門
一般男子
一般女子
中学男子
中学女子
小学男子
小学女子

１位
西尾 修一 (7’17）
後藤 君恵 (10’00)
土本佳唯斗 (7’21)
東川千愛礼 (8’51)
宮地 一輝 (8’01)
登 海彩 (9’46)

２位
田口雄太郎 (7’27)
堀 香枝 (10’10)
森川未来翔 (7’39)
加藤 月華 (9’07)
後藤 陸斗 (8’19)
工藤 琉愛 (9’52)

西尾
中根
上田
安藤
堀田
渡辺

３位
和英 (7’30)
広美(10’20)
蓮 (7’42)
心菜 (9’18)
幸誠 (8’51)
彩矢(10’36)

※各部門、10 位までの結果については、陶町 HP「http://suechou.com」にてご覧いただけます。

陶一周駅伝 とん汁用の野菜

提供ご協力お願いします

2 月 23 日(日)第 56 回陶一周駅伝競走大会が開催されます。陶町街づくりでは、
駅伝会場にて選手をはじめとする来場者、スタッフを労うため、とん汁を用意
しています。このとん汁に使用する野菜が必要です。
◆必要とする野菜：大根、里芋、にんじん
2 月 20 日(木)17 時までに、陶公民館にご提供ください。
皆さん、ご協力よろしくお願いします。
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㈪
16 日㈰
17 日㈪
23 日㈰
25 日㈫
27 日㈭
28 日㈮

行事内容
講 中高年から始めるらくらくピアノ（10：00～11：30）
青少年育成市民会議
講 中高年から始めるらくらくピアノ（10：00～11：30）
第 56 回陶一周駅伝競走大会
講 作って味わう世界のパン（9：30～13：30）
市県民税・所得税申告相談会（9：00～16:00）
【会場：陶公民館 １階 会議室】
～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

18 日㈫

27 日㈭

19 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。

✾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。
★小型家電は陶コミュニティーセンターでも回収しています★
使用済み小型家電は貴重な資源として再利用されます。陶コミュニティーセン
ター正面玄関入って右側に専用ＢＯＸが設置してあるのでご利用ください。
むやみやたらに不法投棄をしないでください。
《回収品目》
※回収 BOX の投入口（18cm×40cm）に入る大きさの物に限る

デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、携帯音楽プレーヤー、携
帯電話、カーナビ、車用 DVD、外付け HDD、内臓 HDD、電子辞
書、電子手帳、ワープロ、パソコン（ディスプレイは除く）、ゲー
ム機及び付属品、DVD プレーヤー、DVD レコーダー、HDD レコ
ーダー、ビデオデッキ、携帯映像プレーヤー

☆伝承遊びの会、楽しかったよ！
１月１０日（金）、幼児園で伝承遊びの会があり
ました。社協陶支部より、子どもたち一人ずつ
に、こまをプレゼントしていただきました。そ
の後、社協、長寿会のおじいさんやおばあさん
（総勢 16 人）と一緒に、こま、けんだま、ふ
くわらい、おてだまなど、昔ながらの遊びを楽
しみました。どのおじいさんたちも、ゆったり
と子どもたちに向き合ってくださり「もう一
回！」「できる！できる！」「一緒に回してみる
かぁ！」と励ましたり、やり方を教えたりして
くださったので、子どもたちは諦めず、何度も
チャレンジすることができました。できるよう
になると、
「すごいな～」と一緒に喜んでくださ
ることがうれしくて、また挑戦する子どもたち
でした。
テレビゲームやスマホで遊ぶことに慣れてい
る今の子どもたちにとって、昔ながらの遊びは
貴重な経験です。指先を使い、細かな動かし方に
コツが必要だったり、できるようになるまであ
きらめずに挑戦する根気が必要だったりし、い
つの時代でも大切にしていきたい文化だと感じ
ました。これをきっかけに園でも伝承遊びを楽
しんでいきたいと思います。
おじいさん、おばあさんとのあたたかい触れ合
いのなかで、あらためて陶町地域の良さを感じ
ることができました。ありがとうございました。

一人ひとりが自らの命を守れるように
（瑞浪市役所

34．方言昔話⑹ 弓掛けの松
昔々の話しだけんどのー、猿爪の留主ヶ入（るすがいり）に働き者の権平とおよねという
夫婦が住んどった。二人は長い間子宝に恵まれんかったけんど、やっとこさ一粒種を授か
ってのー、そりゃあそりゃーどーらー可愛がって一生懸命育てとった。
ある時、その児が下痢を発病しちゃってのー、痩せるばっかでちっとも治りゃせん。見か
ねた近所のもんが「疫病かもしれんなー。吉良見の西山の呪い(まじない)師に頼ってみた
ら。」と言うもんで、権兵夫婦はそれに従い山越えで吉良見まで行くことにした。暗い夜道
をおよねが先導で権平が児をおぶって富ケ入道に差し掛かかるがさーと、道ぐろに人が倒
れとる。よー見ると侍らしき男が行き倒れとるでないか。見過ごす訳にもいかんもんで家に
連れて帰り、水と塩とご飯を男に与えるがさーと男は力を取り戻ーたみたいで、どーらー二
人に感謝した。
男は二人の話しを聞くがさーと、
「明日の朝早いとこ、この地で弓を探
せ。その弓の基に蟇蛙（ヒキガエル）
の陰干しを煎じたもんがあるからそ
れを飲めば治る。」と告げるがさーと
闇の中を富ケ入方向に消え去った。
権平夫婦は狐に化かされた様な
気分だったけんど、もう遅いからと吉
良見へ行くことはあきらめて床に就い
た。
翌朝早く、侍に言われたように昨夜
の地に行ってみるがさーと、弓が松の枝に吊り下がっとって、その下に竹の水筒が置いた
るやないか。権平は「夢のようだな…、化かされたかな？」と思いながらも家に持って帰り、
児に飲ませるがさーと、なんと半時ほどで下痢が止まってのー、どーらー元気になったじゃ
ないか。
権平は大喜びで、洞の人んたーにその話をするがさーと、忽ち洞中のもんにその話が広
がり、洞人んたーはその弓が吊り下がっとった松の木を弓掛神と呼びその木を崇めた。
その後、洞人んたーには弓掛神のおかげでのー、食あたりや生水による下痢が無くなり、ま
た早世の子供も洞から消えたんである。
弓掛の松は猿爪「留主ヶ入」と「室屋」の間の山の中腹にありました。この話は恵
那郡史（陶は昭和 29 年まで恵那郡）では、弓ではなく鎧（よろい）が掛けてあった
として「鎧掛けの松」として紹介されています。明治の初め、枯れてしまった松の木
の一部は東町の景山一族が守る景清神社に奉納されました。侍大将悪七兵衛景清が弓

生活安全課

主催）

1 月 19 日、猿爪細久手地区にて、災害時の避難の
際、個々にあった的確な避難を考えるきっかけとし
て、『災害・避難カード作成講座』を開催。約 50 名
の住民の皆さんが参加ました。
自身にあった避難の手順や、どこが安全でどのよう
に避難すればよいかを考えてもらい話し合う参加者
のみなさん。
「○○さんの家はこの団地の真ん中あたりやで大
丈夫だわ」「へたに動いたら危ないて」と、そこに
住んでいるからこそ知っている情報を皆で出し合
いながらカードを作成しました。
避難には地域独特の特徴があり、同じ地域住民だ
から避難方法は全て同じではありません。一人ひ
とりにあった避難を考え、災害への備えを改めて
学ばれたのではないでしょうか。

瑞浪市民図書館だより
オススメ！陶分室の本

『野菜たっぷり まいにち、小鉢』主婦の友社

刊

健康な生活を維持するには主食のほか野菜類を摂取することが必要です。
この本では便秘や冷え性など症状別の小鉢のレシピを紹介しています。
12 月の陶分室

■貸出人数：22 人

■貸出冊数：64 冊

（1 月）

■1 月 5 日(日) 陶町新年マラソン大会＆健康ウォーキング
（陶コミュニティーセンター）
スタート前は寒かったけど、走った後はぽっかぽか。みんな新年早々がんばったね。

２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
●23 日(日) 第 56 回陶一周駅伝競走大会
※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。

や鎧を掛けたとも言われています。
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。

