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空き家利活用実践ワークショップ～よみがえれ、町家～ 第 1回開催報告       
   

岩村の空き家を利活用に向けて、体験的に手入れや小改修を行う
ワークショップがスタートしました。 
 初回となった 6 月 21 日は、公募と関係者合わせて十数名が集ま
り、本通り沿いにある古い町家建築の空き家の不用品整理を行いま
した。この日は家主さんも遠方より足を運ばれ、古いだけと思って
いた建物に、たくさんの人が興味関心を持って見ている様子が新鮮
だったようです。 

公募で集まった参加者は、恵那や中津川に
在住の方に加え、地域の空き家対策を始めよ
うとしている長野県の地域おこし協力隊も駆
けつけてきてくれました。 
 半日の作業ではとても全体を片付けきれな
いのですが、それでも 1 室をイベントなどの
一時利用ができるぐらいまでに、きれいにで
きました。 
 同時に床や柱の痛みの進み具合もわかり、
利活用へのハードルの高さも身にしみて感じ
ました。 
 また片付けの最中に、昔の生活で使われて
いた物品がたくさん出てきて、家主さんから、
昔の思い出を語っていただくなど、ただ片付
けるだけでなく、お家への想いを参加者それ
ぞれが共有できる一日となりました。 

最初に見たときは、ホントに片付くのか、不安に思えるほどの物量でした。 

しかし!人海戦術でどんどんと進んでいきます！ 

 

ゴミ袋の数もかなりの数に！ 

ご覧のようなスペースが出現しました！ 

目に見える形で変化が現れると、いろいろ
なアイディアが各々で湧き上がってきまし
た。ワークショップ後、このスペースで試験
的な利活用を行う計画が立ち上がり、今後の
ワークショップのメニューとして開催してい
く予定です。 
岩村の空き家対策は始まったばかりです

が、こうした活動を通して、少しでも空き家
の現状が伝わり、前向きな方向へと転換して
いく契機になる活動を目指しています。 

 

 

第 2回空き家利活用実践ワークショップのご案内 
 第 2 回は、本町 5 丁目「清和堂スペース」で行います。家主さんは 1 階をレンタルスペースとして活用してい
ますが、さらに使いやすい施設にするための準備を行います。天井をはがす作業や、屋根のペンキ塗り、障子の
張替えなどを、地元職人さんたちの指導で体験できる他、町家様式の居住スペースの見学を行います。自分で家
を改装するコツを知りたい方、町家の暮らしに興味のある方、空き家対策に興味のある方などにオススメです！ 
 
▽日時：7 月 27 日（日） 9:45～16:00 ▽参加費：1500 円（昼食費込み） 
▽講師：地元 NPO 建築士、大工さん等   ▽対象年齢：高校生以上の方 
※事前にお申し込みください。 お問い合わせ：城下町ホットいわむら 担当：佐藤 43-2111（振興事務所内） 

 

BEFORE 

 

AFTER 

 



岩村振興事務所庁舎利活用アンケート ご協力ありがとうございました  
 利活用方法案 回答数 構成比%  利活用方法案 回答数 構成比% 

1 道の駅.観光案内 55 20.4 15 宿泊施設 4 1.5 

2 児童福祉施設 22 8.2 16 伝承技術（匠の館） 3 1.1 

3 貸店舗・貸倉庫 22 8.2 17 映画館 3 1.1 

4 集会所・会議室・憩いの場 21 7.8 18 葬儀場 3 1.1 

5 歴史資料館 20 7.4 19 公民館 3 1.1 

6 高齢福祉施設 20 7.4 20 防災対策拠点 2 0.7 

7 取り壊し・駐車場 18 6.7 21 文化拠点 2 0.7 

8 偉人館 15 5.6 22 住居 2 0.7 

9 分庁舎 14 5.2 23 画廊・美術館 2 0.7 

10 図書館 11 4.1 24 消防ラッパ隊 1 0.4 

11 健康施設 8 3.0 25 郵便局 1 0.4 

12 売却 7 2.6 26 恵南統合保育園 1 0.4 

13 団体事務所 4 1.5 27 病院 1 0.4 

14 公園 4 1.5   計 269 100.0% 

平成 26 年 5 月 1 日号広報えなと同時配布で、岩村町在住のみなさんにお願いしました岩村振興事務所庁舎利活用アン

ケートですが、258 通回答をいただきました。広報配布世帯は 1,487 軒で 2 通

ずつ配布しましたので、世帯数に対して 17.3％の回収率になり、関心の高さが

感じられました。 

利活用方法としては、道の駅や観光案内所、学童保育などの児童福祉施設、

図書館、スポーツジムなどの健康施設等多岐にわたるご意見をいただきまし

た。もちろん多数決で決められることではありませんが、この意見をもとに地

域協議会を中心として、岩村町に活力とうるおいをもたらす拠点となるよう鋭

意検討を重ねていきます。 

↓↓利用方法意見記入欄のご意見をご紹介します↓↓ 

・岩村町の顔となるような活用を望む。歴史・偉人等がすべてわかり寛げる場

所となればよい。（79 才女性） 

・学童保育、またはクラブ活動や地域講師による活動など子どものための場

所。ベンチャー企業に貸し出す。観光者向けのスペース、物品等を置き市の収

入を増やす。（37 才女性） 

・建物自体に岩村らしい魅力が無いので壊して駐車場か公園にした方が良い

（37 才男性） 

・大きな図書館。本を読めるｽﾍﾟ-ｽを作る。（19 才女性） 

・明智のようにこじんまりした庁舎にしたら、維持費も少なくて良いと思う。

（79 才男性） 

・合併するときに心配された通り、人と資本が旧恵那市に集中しています。行

政の中心を岩村町に移すことができませんか。（76 才男性） 

・仕事帰りに寄れる運動施設があるといいと思います。仕事から帰ってくると

何もないので。（28 才女性） 

 

岩村町の未来を一緒に描きましょう 
岩村町地域計画策定委員公募のご案内 
 平成 18 年度から恵那市は総合計画を策定し、10 年間の基本構想を立てまち

づくりを進めてきました。その中で岩村町は「緑と歴史・文化の香り豊かな温故

知新のまち」として地域の実情に沿った地域計画の策定をして、事業を実施し、

地域協議会で検証を行ってきました。 

平成 27 年度末で計画期間が終了しますので、恵那市が第二次総合計画の策定

をすることに伴い岩村町の地域計画も新たに策定を行います。地域特有の課題、

地域の強みなどを出し合って、将来像を描き、地域の特色ある計画を作りたいと

考えています。10 年後の岩村がどうあったら良いのか、どんな町を子ども達に

作ってあげたいのか、お力を貸して下さい。 

条件：岩村町在住か在勤の 20 代から 40 代の方 人数：若干名 そのほか：月１回から２回の会議に参加できる方 

応募方法：電話、FAX、メールで住所・氏名・電話番号・生年月日を教えて下さい 

申込先：岩村振興事務所 大木 Tel 43-2111 Fax 43-0159 メール iwamurashin@office.city.ena.gifu.jp 

締め切り：７月３１日（木） ※第１回の会議は８月１９日（火）19:30 から振興事務所で行います。 

回答者基本情報 総数 258 

性別 

  回答数 構成比% 

1 男性 128 50.2 

2 女性 127 49.8 

3 無回答 3 - 

  258 100.0 
 

年齢 

  回答数 構成比% 

1 ～２０代 6 2.4% 

2 ３０代 21 8.3% 

3 ４０代 24 9.4% 

4 ５０代 52 20.5% 

5 ６０代 65 25.6% 

6 ７０代 59 23.2% 

7 ８０代～ 27 10.6% 

8 無回答 4 - 

  計 258 100.0 
 

空きスペース問題を知っていましたか 

  回答数 構成比% 

1 はい 160 63.0 

2 いいえ 94 37.0 

3 無回答 4 - 

  258 100.0 
 

振興事務所スペースがコミュニティセ

ンターに移転したら 

  回答数 構成比% 

1 困る 83 35.5 

2 困らない 151 64.5 

3 無回答 24 - 

  258 100.0 
 



夏真っ盛り 
いわむら夏のイベントを一挙ご紹介!! 

 

８月２日（土）･３日（日）いわむら夏祭り・大変装行列  
元祖コスフェス!? 戦後より６０年以上続く、いわむらの夏の風物詩。  
町並を飾る行灯や、町内会力作の山車飾りも見ものです。 
▽2日：行列スタート：18時 本町 2丁目常夜燈前⇒岩村町本通り⇒明知鉄道岩村駅前 
▽3日：子どもたちによる神輿行列が行われます（13時～岩村町本通り） 
▽主催：いわむら夏祭り大変装行列実行委員会（恵南商工会岩村支所内）43-2636 

７月２6日（土） 夏の城山清掃  
春にきれいにした城山も、夏の草の勢いには勝てません。一緒に岩村の宝物を守りましょう！ 
▽集   合：８時 岩村歴史資料館駐車場 
▽作業内容：石垣の清掃、草刈、刈り草の処理など 
▽持 ち 物：草刈機（燃料は用意します）、鎌、脚立など  
※お茶等は各自でご用意ください。※傷害保険はホットいわむらにて負担。 
※作業の後は、岩村城のことをもっと良く知るための、プチ勉強会も行います。 

▽主   催：城下町ホットいわむら 43-2111（岩村振興事務所 担当：大木） 
  

８月１３日（水） ザ・縁日  
岩村城再建を願って、今年もふるさと創生花火が打ちあがります！２社の花火師競演は大迫
力！あんじゃないＴ-シャツ販売、ステージイベント、いわむらオリジナル踊りなど、盛りだくさんです! 
▽時間：１５時 （花火打ち上げ２０時） 
▽場所：岩村グラウンド 
▽主催：岩村城再建構想実行委員会（恵南商工会岩村支所内）43-2636 

８月 14日（木） 第 60回町民ソフトボール大会   

なんと戦後 60年続いている伝統の町内会対抗のソフトボール大会!!  
▽時間：開会式＝8時 00分   試合開始＝8時 30分 
▽場所：岩村グラウンド・岩邑中グラウンド  ※雨天中止（地域告知放送にて７時に放送） 

▽参加申込期日： 7月 25日（金） 
▽主催・申し込み：岩村町体育協会事務局（岩村振興事務所内）43-2111 

８月 16日（土） 飯羽中切電車道まつり 2014  
今年もやります！地域環境保全・世代間交流・交通安全祈願・地域住民親睦を願い開催され
る、さまざまなエンターテイメントショウ。屋台も盛りだくさん！ 
▽時間：17時 30分～21時 
▽場所：3区公会堂周辺（当日は通行止めになる予定です。雨天の場合：飯峡会館） 
▽主催：飯羽中切電車道発展会 090-1627-8296（三宅） 

 

 

 

 

  

8月 3日（日）  せんしょ隊盆踊り  
懐かしい岩村音頭を踊りませんか？せんしょ隊が丁寧に教えてくれます。 
▽時間：18時 30分～20時 30分ごろまで 
▽場所：西町庚申堂前 （雨天中止） 
※一緒に踊られた方に、定価 300円「せんしょ隊オリジナルうちわ」プレゼント!!（先着 100名） 
▽主催：いわむらせんしょ隊 43-2111（岩村振興事務所 担当：大木） 

  

8月 7日（木）  新作能「覇王」を楽しむため主演者と作者が語る勉強会 
 今年の薪能は、新作「覇王」。女城主と信長の話。 
宝生流の重鎮、辰巳満次郎氏が見所などを解説します 
▽時間：19時      ▽場所：岩村コミュニティセンター   ▽参加費：無料     

 ▽講師：辰巳満次郎（能楽師・重要無形文化財総合指定保持者）、他 
▽主催：岩村三学地域委員会（岩村コミセン内） 43-3722 

  

８月 23日（土） 第 30回いわむら城址薪能   

今年の薪能は、なんと言っても、30回を記念して岩村のために作られた新作能のお披露目!! 
気になる中身は、8月 7日開催の学習会へお越しください!!（次号で特集します） 
▽時間：開場＝16時 30分 開演＝17時 30分 
▽場所：岩村城藩主邸跡（雨天の場合＝恵那特別支援学校体育館） 
▽料金：大人＝（前売り）3000円（当日）3500円（中高生）1000円 
▽主催：いわむら城址薪能実行委員会（町並みふれあいの舘内）43-4622 

 

 



ご利用ください、上町まちなか交流館 
ホットいわむらが指定管理で運営しているまちなか交流館は、レンタルスペースとしてご利用いただけます。いろいろなアイディアでぜ
ひご活用ください。ご利用例をご紹介させていただきます。（ご利用に関するお問い合わせは 32-1109 まで） 

●ふるさと大学 
 「ふるさと小町」の活動でもおなじみ、秋田桃子さんに 
よる自分磨きのための講座が始まりました。 
当日は恵那、中津川より参加の 20 代〜50 代の女性 7

名が和気藹々と盛り上がりました。第一講は前半、笑い
ヨガ。後半、キャラクターワークで、あっという間の 2
時間でした。 

 
ふるさと大
学は全 7 回
講座。「あり
のまま生き
ること」をテ
ーマに今期
は自分を知
ることから
スタート。 
次回開催は 
7 月 27 日。 
お問い合わせ 070-5334-5222(吉村）。（要申し込み） 

●染め型紙体験教室 
昨年大好評だった「染め型紙体験教室」が今年も開催

されます。岩村でかつて作られていた染め型紙を、次代
に伝えていくための、飯羽間在住田口修さんによる講座
です。夏休みの研究、作品づくりにぴったり。参加ご希
望の方は、0573-43-4409（田口）まで。（要申し込み） 

 

報告：ほおば寿司づくり体験 
 
今月号の表紙を飾ったホットいわむらの「ほおば寿司づく
り体験」は、6 月 21 日約 10 名の子どもたちが集まり、
食生活改善推進協議会の方々に、ほおば寿司の作り方を教
えてもらいました。できたほおば寿司は約 120 個。具を
載せていく子どもたちの真剣な目が印象的でした。 

ホットいわむ
らでは、地域に
伝わる味を守
ることの大切
さを伝える活
動に取り組ん
でいます。 

ホットいわむら笑顔発信チーム主催 

岩村城夏の陣参加者募集 
 
日本百名城に選定され日本三大山城の一つでもある岩村
城。空前の城郭ブームとも言える現在、私達は岩村城の
魅力を理解しているでしょうか。岩村城の魅力を外に発
信しているでしょうか。ホットいわむらでは、岩村城に
ついて、今、もっと語り合うべきではないかと、「岩村城 
夏の陣」を開催することにしました。岩村城を愛するみ
なさんで、岩村城のことを語り合ってみませんか。どな
たでも参加できますが事前にお申し込み下さい。 
 
日  時：８月 29 日（金）１９時〜２１時 
場  所：茅の宿とみだ 
応募方法：電話・FAX・メールで住所・氏名・電話番号を

お知らせ下さい 
申込先：岩村振興事務所 大木 Tel：43-2111 Fax：43-0159 
メール iwamurashin@office.city.ena.gifu.jp 
締め切り：７月３１日（木） 

ご存知ですか？町のこぼれ話① 「花菖蒲園」 
岩村で花菖蒲園を手入れされている富田の原田さんの花菖蒲が今年も見事に花を咲か
せました。JA ひがしみのの広報紙にもとりあげられたこともあり、たくさんの人が見
学に訪れていました。三好学先生も花菖蒲の研究における世界的な第一人者でしたの
で、岩村の地で花菖蒲が咲き誇るのは郷土の誇りでもあります。 
この写真を撮影したのは 6 月 24 日。見頃は 6 月中旬から 6 月いっぱいまででした。 

ご存知ですか？町のこぼれ話②「本通りに沈む夏至の日の夕日」 
＜日本の城下町は季節の節目に合わせた綿密な計算による都市設計の元に作られた

＞ここ岩村城下町でも、夏至の日には本町通りが夕日の沈む方角に合わせて作られてい
る、という話が伝わっているそうです。その真偽を確かめようと、夏至の日を待ちまし
たが、残念ながら当日は、雨。来年は、是非皆さんで夏至の夕日を楽しみに見てみまし
ょう！（右の写真は夏至の 5 日ほど前の本通からのものです） 

ご存知ですか？町のこぼれ話③ 「バス停前のベンチ」 
 岩村警部交番前バス停ではベンチが無くなりバスを待つ人が大変困ってみえました。

安藤博幸さんのご尽力によりデイリーヤマザキ岩村店のご協力をいただき、軒先にベン
チを設置、お店の利用者の方と共用で使うことができるようになり、利用者の方から好
評です。 



いわむら歴史再発見 vol.8  

●岩村の町をもっと知るために 
小島幸吉著『地域的聚落史的に眺めた岩村城下町』 

 
今回は、趣向を変えて本の紹介をします。 

この本は昭和 13 年に、巖邑小学校長であった小島幸吉氏

が、岐阜県師範学校附属小学校で開かれた地理・歴史協議

会に恵那郡小学校の代表として発表するために執筆したも

のです。岩村城下町を対象とした本格的な歴史地理学研究

の先がけであり、岩村を研究する上での必読文献です。 

岩村の地勢・気候、城下町の変遷と執筆当時（昭和 13

年ごろ）の状況が、豊富な図版やスケッチを駆使してまと

められています。中でも「廃藩当時の侍屋敷図」は、聞き

取りにより明治初年の藩士の居住地を特定したもので、現

在では実施不可能な貴重な調査成果です。また、多数収録

されている侍屋敷のスケッチは、今後の復元整備の大きな

手がかりとなるでしょう。 

この本を読んでいると岩村の町の歴史の様々なことが分

かります。例えば、佐藤一斎を輩出した江戸詰筆頭家老佐

藤家の幕末の居宅は江戸町にあったと書かれています。文

久３年（1863）に江戸詰を解かれ帰国した後に住んだので

しょう。本来なら殿町の藩主邸近くに役宅を与えられるは

ずですが、空き家がなかったのでしょうか。この住宅は今

も江戸町に現存しています。 

また、下田歌子の実家である平尾家の場所は城址公園の

「綾錦・・・」の碑のあるところとされていますが、「廃藩

当時の侍屋敷図」では盛巌寺北側にあります。勤王派の 

 

父平尾鍒蔵は、幕末に路線対立から役職を解かれ蟄居謹

慎を命じられています。そのときに引っ越したものと推測

されます。 

 『地域的聚落史的に眺めた岩村城下町』は、岩村町教

育委員会が平成元年に復刻版を発行し、現在も文化スポ

ーツ課（振興事務所内）で販売しています。本を片手に

現在の町並みを比較しながら殿町や日の出町、江戸町を

散策するのもおもしろいのではと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

（恵那市職員 三宅唯美） 
 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

小中学校が連携して家庭学習習慣づくりに取り組んでいます。中学校のテスト期間に合わせた取り組みです。 

ほとんどの子どもたちがテレビを消して宿題をやりきることができました。保護者の方が毎日「マナビーカード」や「本読みカード」に、

サインを入れ、家庭学習の見とどけまでして下さっています。子どもが小さいうちは手をかけただけ子ども達は安定しますしガンバッ

ちゃいます。基本の学習時間を『低学年・３０分、中学年・４５分、高学年・１時間』を目安にしていますが、それ以上にガン

バル子もたくさんいました。早寝早起きのように家庭学習の習慣が身についていくことが楽しみです。 

今月は 

岩邑小学校 

＜民生児童委員さん人権擁護委員さんの参観＞    ＜教育実習生の授業ではりきる姿＞ 

 

(上図)侍屋敷のイラストの数々。中央の列、上から３

番目が本文で触れた佐藤家旧宅で「佐藤一斎の子孫

佐藤善氏の旧宅」との注記がある。 

（左図）表紙 



「いわっこクラブ」で、子どもたちと一緒に遊びませんか？   

 
 
 
 
 

６月２８日のいわっこクラブはまちなか探検をしました。子どもたちは、普段は見られない店の奥や工場を見学

し、お店の人のお話をしっかりと聞くことが出来ました。試食などをしながらまちなかを探検し、新たな発見があ

ったと思います。 

最後に立ち寄ったまちなか交流館では、いただいた３店舗のカステラの食べ比べをしました。どれもとてもおい

しかったですね。それぞれどのように味が違っていたのかな？ 

 今回の体験を通して、自分たちが住んでいる岩邑のことをたくさん知ることができましたね！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お問い合わせ：恵那市まちづくり推進部生涯学習課 43-2112（内 343）田口 西尾 

こんにちは！恵那特別支援学校です 

  
来る７月２６日（土）当校にて「夏まつり」を開催いたします。お馴染みの「岩村城女太鼓」
をはじめ「バルーンアート」や「食べ物バザー」「遊びのコーナー」など楽しいイベントが盛り
だくさんです。 
また、今年度から高等部生徒及び職員約 50 人が、同日行われる「城山清掃」に参加します。清掃後、生徒が参加
者の皆さんを「夏まつり」にお誘いする予定です。 
地域の皆さん、お誘い合わせの上、是非おいでください。 
 

「夏まつり」 
１ 期日 平成２６年７月２６日（土） １０：００～１１：３０ 
２ 場所 恵那特別支援学校 体育館下（ピロティー） 
３ 内容 

「食べ物バザー」 かき氷、ドリンクなど・・・・・・・・・・・・・（無料） 
           フランクフルト、フライドポテト、パンなど・・・（有料） 

「遊びのコーナー」プラバン、魚釣り、わなげ、バルーンアートなど・（無料） 
 

恵那市子ども教室「いわっこクラブ」をご存知ですか？  
子どもたちの様々な体験と、異年齢や地域の大人たちとの  
交流を目的に、放課後の小学校を利用して開催しています。 

 

まちなか探検中 カステラの食べ比べをするよ！  

岩村女太鼓 バルーンアート 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総数 5,306人 （▲8） 

男 2,559人 （▲1） 

女   2,747人 （▲7） 

世帯 1,890世帯 （▲11） 

（     ）内は前月との比較 

いわむらコミュニティセンター情報 

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION 

 

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION 

 

7月～8月の岩村コミュニティセンター  主な使用予定 

７月１９日（土） 一斎塾特別講座                 ７月１９日（土）    青少年育成夜店パトロール     

７月２４日（木） うたごえ喫茶                    ７月２７日（日）    防災アカデミー 

７月２７日（日）  ｽﾎﾟｰﾂ推進計画ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ            ８月２・３日 (土・日) 夏祭り協賛町並み展示 

８月  ２日（土） 岩村夏祭り協賛知多市来館          ８月  ６日（水）    恵那市総合計画審議会 

８月  ７日（木） 能の学習会                    ８月１５日（金）    国際交流海外派遣中学生研修 

８月１６日（土）  はだしのゲン上映会 

 
岩村町の人口（平成26年7月1日現在） 乳幼児学級へのお誘い!! 

育児世代の皆さん…乳幼児学級をご存知ですか？ 

若いお母さんの学びの場です。 

 7月は「手作り団扇づくり」です。 
子供と一緒に団扇を手作りして、ひと夏を涼しく。 

【開催日】  7月２4日（木）午前１０時  

【場 所】  岩村コミュニティセンター 

『チョット昔の想い出話』 らくらく着付け会 梅川利江 
 

緑も大変濃くなり、月には優しい季節になりました。 
私が着物と出会えたのは、十八才の頃に母がウールのアンサンブルを作ってくれて、母が正月に着せてくれました。 
あの頃は、ウールの着物をよく着た記憶があります。 
お嫁に行く時は、箪笥に一通りの着物・普段着から訪問着・晴れ着と揃えてくれました。 
母が作ってくれた着物を着てみようと思ったときに自分で着物をどうにか着れますが、帯が結べないのが現実です。 
 今、歳を取って時間・お金に余裕がでてきます。その時に、ふっと着付けを習ってみようと思い着付けの先生の所 
へ行き着付けを習うことを決めました。昭和二十一年から三級・二級・技能士・一級・助教授・教授補と免許を取得 
してきました。今では自分で着物が着れて、人様に着せてあげられるまでになりました。 
 最初の頃は自分で着れればいいと思っていました。先生の勧めで教授補まで取れました。先生には、着付けの腕を磨く為にアシスタントとして
現場にご一緒しました。着付けの時に教室で習っても現場では何のハプニングが起きるか分りません。その時に、どのようにしたら華麗に着付け
が出来るかをとっさに判断して実行に移すかで決まることを体験させて頂いています。これからもたくさんの方に着せてあげて、自分に自然に身に
つくと思っています。 

 私は一年前に精神の病になり、仕事も続けていく事が出来なくなりました. 
その時に先生・仲間・友人・親戚・家族・私が今まで頑張ったのだから少しは肩の荷を降ろして楽にしたらと言われ、その時はまだ
自分が信じられませんでした。考えると夜が眠れず身の回りの事・大好きだった料理も出来ない状態が続きました。 

 病院も行き検査をしてもらっても、どこも悪くないし、病院の先生は、もう貴女の気力しかないと言われました。 
これではいかん！と思い生活リズムを朝は化粧をきちんとして服もオシャレをして家を出る。買い物をしたり友達に会ってお話しラン
チにも行きました。みんなが私のどん底から救ってくれたのです。みんなには感謝しています。その間、自分の好きな事、着付け・
カラオケだけは辞めませんでした。その事も私を救ってくれています。今は全然違う仕事に就けています。世の中には私の様な状
態を経験された方は多いと思うし、時々聞くことがあります。私達の年代はいろいろとストレスが溜まるのだと思われます。私達は
何年生きれるのか分りません。自分のやりたいことを見つけて生き行ってほしいと思います。 

 

新作能「覇王」を楽しむため 
主演者と作者が語る学習会 
今年の薪能は、新作「覇王」。女城主と信長の話。 

宝生流の重鎮、辰巳満次郎氏が見所などを解説します。 

■日時：8月 7日（木）19時〜 

■場所：岩村コミュニティセンター 

■参加費：無料 




