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広報いわむら

ホットいわむらだより

＊（お知らせ） いわむら城址薪能
＊岩村振興事務所の改修について
＊まちづくり活動補助金について
＊（お知らせ）城山清掃ボランティア募集

いよいよ熱く燃える

７⽉ 16 ⽇（⼟）
７⽉ 23 ⽇（⼟）
７⽉ 30 ⽇（⼟）
８⽉ 6 ⽇（⼟）
８⽉ 7 ⽇（⽇）
８⽉ 13 ⽇（⼟）
８⽉ 14 ⽇（⽇）
８⽉ 20 ⽇（⼟）
８⽉ 27 ⽇（⼟）

いわむらの夏

がはじまる！

⼟曜夜店
⼟曜夜店
城清掃／恵那特別⽀援学校夏祭り
いわむら夏祭り（⼤変装⾏列）
いわむら夏祭り（⼦どもみこし）
ザ・縁⽇
町⺠ソフトボール⼤会
飯⽻中切電⾞道まつり
いわむら城址薪能
いわむらを舞台にした体験プログラムの集合体「いわむら五っこ」
が、いよいよ７⽉ 21 ⽇（⽊）を⽪切りに、型染め体験や⽊⼯体験、
レザークラフト体験などの 19 のプログラムが続々と開催されます。
詳しくは、いわむら五っこホームページ・Facebook、じゃらんホー
ムページでご確認ください。
いわむら五っこホームページ http://iwamura55.com
いわむら五っこ Facebook
いわむら五っこで検索
じゃらんホームページは、TOP ページの「遊び・体験予約」から、
地域で絞り込んで検索してください
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お知らせ：城⼭清掃ボランティア募集
ふるさとの誇りをみんなの⼒で綺麗に！！

毎年 100 名を超える⽅々にご参加頂く「岩村城跡の清
掃作業」を下記の⽇程で開催します。
⽇本百名城・⽇本三⼤⼭城のひとつ「岩村城跡」を美し
くするために、皆様のご協⼒をお願いいたします。

岩村振興事務所の改修について
〜岩村地域協議会からお知らせ〜

改修時期について

岩村コミュニティーセンターの機能を岩村振興事務所
に移転するため、7 ⽉から改修⼯事に着⼿する予定でし
たが、詳細設計や多⽬的スペースの活⽤の検討が遅れて
いることから、着⼯が延期されることとなりました。
今後の予定としては、秋に着⼯し、平成 29 年度に完成
となる予定です。進捗状況については、今後「ホットだ
より」でお知らせします。

多⽬的スペースについて

⽇

7 ⽉ 30 ⽇ (⼟)

時：

8:00〜10:30

集合場所：岩村町歴史資料館前
作業内容：⽯垣の清掃、草刈り、刈り草の処理
持 ち 物 ：草刈機（燃料は⽤意します）、鎌、脚⽴など
※お茶は、⽤意します。
主
催：城下町ホットいわむら
問い合せ：ホットいわむら事務局
電話 43-2111（岩村振興事務所）

岩村振興事務所改修に伴う多⽬的スペースの運営主体
団体を今年３⽉１⽇に町内回覧で募集したところ「株式
会社え〜ないわむら」から応募がありました。今後は、
株式会社え〜ないわむらが主体となって多⽬的スペース
の活⽤を進めていきます。
多⽬的スペースの運営は、▽独居⾼齢者などのニーズ
に対応するようスーパーの機能を持たせる ▽観光客⽤
の飲⾷スペースの設置 ▽観光の拠点としての活⽤ な
どが検討されています。
しかし、課題も⼭積みで、課題を解決しながら進めて
いくため、町内の様々な組織と連携しながら検討して参
ります。

報告：６/25 こども塾事業「まちなか探検」 報告：7/10 いわむら健幸フェスタ
〜親⼦で郷⼟について考えよう〜

〜スポーツに親しみ、健幸を考えるイベント〜

６⽉２５ ⽇（⼟）、⼦どもたちにもっと郷⼟を知っても
らうために“⼦ども教室いわっこクラブ“も⼀緒に「いわむ
らまちなか探検」を実施しました。

7 ⽉ 10 ⽇（⽇）、
「スポーツフェスティバルＡＫＢ」が、
市の健康都市宣⾔に習い⼤会名を「いわむら健幸フェス
タ」に変更して開催されました。

この事業には、約 50 名の参加者があり、城下町ホット
いわむらの佐々⽊さんの案内で、岩村の偉⼈である「佐藤
⼀斎」、
「三好学」、
「下⽥歌⼦」のお話を聞きました。上町
まちなか交流館では、「朴葉ずし」を作りました。知新館
内「釋奠之間」で当時の勉強の雰囲気を体験しました。近
年では、教育の環境が整っていて誰もが勉強できるが、江
⼾時代では家系によって勉強したくても出来ない⼦供た
ちが多かった時代があったと⾔う話しから、佐藤⼀斎先⽣
の⾔志四録について学びました。

ソフトバレー・ノルディックウォーク・ダンボール巨
⼤迷路、カローリング、健康相談・体⼒測定など、バラ
エティーに富んだ種⽬や企画が催され、スポーツの各種
⽬や体⼒測定などの企画に約 100 ⼈が参加されました。
ノルディックウォークでは、全⽇本ノルディックウォ
ーク公式指導員をお招きして、正しい姿勢や歩き⽅を教
わりました。
スポーツに親しみ、⾃らの健康を⾒つめ直す、良い機
会になりました。

岩村夏の風物詩 いわむら城址 薪能
東濃地⽅ですっかり、夏の⾵物詩として定着し多くの観客を集める「いわむら城址 薪能」が第３２回⽬と
して、８⽉２７⽇（⼟）午後５時３０分、岩村城藩主邸跡（岩村歴史資料館前広場）にて今年も開催されます。
【⾬天 岩⾢⼩学校体育館】
昨年と⼀昨年は⼥城主と織⽥信⻑の物語を題材にした新作「覇王」が２年続けて上演されましたが、今年は
「殺⽣⽯」と「花⽉」の上演となります。
しかし、「覇王」は岩村にとって⼤切な演⽬ですので短く「仕舞」に仕上げて頂き開演直後、最初の演⽬と
して⾠⺒満次郎⽒に演じて頂く事となりました。「覇王」は今後とも岩村・岐⾩の財産として⼤切に演じて頂
き、ゆくゆくは古典として広まる事を期待したい演⽬です。まだ鑑賞されていない⽅は是⾮ともご覧ください。
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恵那市地域まちづくり活動補助⾦を申請
※前号に引き続き事業詳細を報告します。

岩村地域⾃治区運営委員会

①岩村城下町のひなまつり事業

実施団体：いわむら城下町のひなまつり賑わい構想委員会
開催時期：平成 29 年 3 ⽉ 1 ⽇〜平成 29 年 4 ⽉ 3 ⽇
実施内容：重要伝統的建造物群保存地区の町並みとその周辺約 110 ヵ所
に江⼾時代から伝わる古今びなや装飾が⾒事な御殿びな、住
⺠⼿作りのひな⼈形など多種多彩なおひなさま約 3,000 体を
⼀同に展⽰。期間中の週末には⾳楽祭やがんどうちラリーな
ど趣向を凝らしたイベントを開催します。

②いわむら城下おかげまつり事業

実施団体：いわむら城下おかげまつり実⾏委員会
開催時期：平成 28 年 11 ⽉ 6 ⽇（⽇）10：00〜15：00
実施内容：江⼾時代の情緒を満喫できる「江⼾⼩路」、⼦どのたちの遊び
の広場「⼦ども横丁」、「フリーマーケット」、「軽トラ市」、地
元周辺市町村の太⿎（岩村城⼥太⿎、坂本⼭紫⽔明太⿎、安岐
太⿎、苗⽊城太⿎）が集う「和太⿎競演」、
「名所めぐりスタン
プラリー」など、楽しいイベント・アトラクションを開催しま
す。

③こども塾事業

実施団体：城下町ホットいわむら他
開催時期：通年（開催時期や内容は、ホットだより等でお知らせします。）
実施内容：豊かな⼈間性と多様な個性を育むために、地域において⼦ども
たちが参加，体験できる様々な⽂化活動や交流の機会を充実す
るため、1.三森⼭ウォーキング、2.⽥んぼ体験、3.⽂化伝承（五
平餅・朴葉寿司の体験）4.秋のふれあいウォーキング、5.昔遊
びを実施します。

④地域防災⼒の向上事業

実施団体：岩村町⾃主防災隊
実施時期：9 ⽉頃（開催時期や内容は、町内回覧でお知らせします。
）
実施内容：・地区防災計画で取り組むことにした家具転倒防⽌対策（各⾃治会の防災隊⻑・福祉委員を中⼼に転倒
防⽌をしたいが⾃分では出来ない世帯の家具転倒防⽌器具を各⾃治会⾃主防災隊等により設置する。

⑤いわむら（岩村城跡）景観対策事業

実施団体：（⼀社）恵那市観光協会岩村⽀部他
実施時期：通年（開催時期や内容は、ホットだより等でお知らせします。）
実施内容：地域住⺠のシンボルでもあり、岩村町の観光の⽬⽟でもある
『岩村城』や町内各所の環境美化等に住⺠や多様な団体、外
部ボランティアで取り組み、地域住⺠だけでなく訪れる観光
客に対し、いわむらの新たな景観の魅⼒を伝えるため、１.
岩村城跡清掃作業、２．案内標識等リニューアルを実施しま
す。

⑥広域観光による地域活性化事業

実施団体：恵那市恵南商⼯会
実施内容：各地で⾏われている秋のイベントや春のおひな様⾏事などを巡ってもらう（イベント時だけでなく地域
の観光スポットを訪れてもらえる）スタンプラリーや周遊コース等のチラシを作成し、集客に努めると
共に恵南地域の連帯を強くする。

⑦恵南若者会議プロジェクト

実施団体：株式会社え〜ないわむら
実施時期：通年（開催時期や内容は、ホットだより等でお知らせします。）
実施内容：恵南の若者同⼠がまちづくりを語る機会を設け、まちづくりへの意識を⾼め、活動する若者を増やしま
す。また、若者ならではの新たなまちづくりや地域間連携のアイデアづくりの基礎とする。
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いわっこ元気だより！

今⽉は

岩村の子どもたちの学校の様子をホットだよりに掲載！
子どもたちの学校での様子を地域の皆さんにどんどん紹介します！

岩村こども園

岩村こども園は、現在１５３名のこども達が登園しています。今後⼊園予定の⼦を含めると、１６０名という恵那市
で⼀番⼤きな園になります。今年度の、岩村こども園の活動テーマは、
「⾃分を肯定出来る⼦〜発達に即した運動や仕事
をみんなでやり続けることを通して」とし、各年次、それぞれの⽅法で取り組んでいます。
春には、お家の⼈と⼀緒に、歴史ある岩村城への遠⾜を⾏いました。富⽥の服部さんの畑で、さつま芋の苗付けをさせ
て頂いたり、明光化成さんにたけのこ堀りをさせて貰ったり、壮健クラブの⽅やいこまい会の⽅との交流など、地域の
⽅にも随分お世話になりながら、⼤きくなっていくこども達です。
◆明光化成さんに招待して貰い、たけ
のこ取りに・・たけのこは、切って、
柄杓を作って遊んだよ。

乳幼児期の体と⼼の発達は、⼤⼈への成⻑の⼟台である事を、職員全員で確認
しながら、⽇々の⽣活をきめ細かく⾒守り、楽しんでいきたいと思います。
忍者修⾏中の年⻑組さ
ん。 遠⾜で⾏ったお城⼭
に再度出掛け、巻物を⾒
つけた！

◆壮健クラブの⽅と交流
岩 村の 寅 さ ん が きれ い な ⼆
⼈ のお姉 さ ん マ ジ シ ャン と
登場。

町並みふれあいの舘内

(⼀社)恵那市観光協会岩村⽀部(岩村町観光協会)

いわっこクラブ活動紹介

TEL/FAX

43-3231

真っ直ぐ転がそう！

（いわっこクラブのみんなは元気いっぱい！）
これは何点だろ

去る 6 ⽉ 6 ⽇（⽉）のいわっこ
クラブは、的めがけてジェットロ
ーラーを転がすスポーツ、カロー
リング体験をしました。試合を何
度もしていくうちに、チームワー
クが⽣まれ、どうしたら勝てるの
か考えられるようになり、「おも
しろかったー！またやりたい
よ！」と、⼤⼈も⼦どもたちも⼤
盛り上がりでした。素敵なインド
アスポーツに出会えましたね。

昔の人の勉強って
どんなのかな？
朴葉寿司を作って⾷べよ

6 ⽉ 25 ⽇（⼟）の活動は、岩村町内でまちなか探検をしました。保護者の⽅たちと⼀緒に郷⼟料理の朴葉寿司を作って
⾷べ、地域の⽅々から恵那市の偉⼈についてのお話を聞かせてもらって、岩村の町や歴史について学ぶことができました。
新しい岩村の発⾒ができましたね！

問い合わせ：まちづくり推進部生涯学習課 子ども教室電話 090-4400-0771

１

いわむらこそ元祖｢女城主の里｣～もうひとりの女城主キャンペーン～
～NHK 来年の大河ドラマは「おんな城主直虎」（静岡県浜松市）～

(平成元年)

(平成３年)

(平成９年)

(平成 10 年)

上記は、合併前の岩村町時代のポスターです。⼥城主に渡辺美佐⼦さんが就任して以来、
「⼥城主の⾥いわむら」
として「⼥城主」をまちづくりの柱にしてＰＲしてきました。上記の他にも、数多くの⼥城主を題材にしたポスタ
ーが制作されてきました。
なぜ、ここでこのことについて振り返るのか・・・。何と来年のＮＨＫ⼤河ドラマは「おんな城主 直⻁」
。これ
にちなんで、観光協会岩村⽀部では、県・市・恵那市観光協会と連携しながら、元祖⼥城主の⾥、元祖⼥城主とし
て、あらためて⼥城主を前⾯に打ちだし「もうひとりの⼥城主」キャンペーンを展開していきます。
かげとう

動乱の戦国時代を共に⽣きた⼥城主・遠⼭景 任 夫⼈(※おつやの⽅)とおんな城主・井伊直⻁‼ ※諸説あり
井伊直⻁のふるさと静岡県浜松市の井伊⾕と岩村は、⾞で国道２５７号線経由、２時間⾜らずで⾏けます。
町並みふれあいの舘内

(⼀社)恵那市観光協会岩村⽀部(岩村町観光協会)

いわむら歴史再発⾒ vol.30
⽴派な⽔路が流れていた柳町

TEL/FAX 43-3231

連載30回⽬を迎えました。これまでおつきあいいただきありがとう
ございます。
柳町は、下町枡形からトヨタケ⼯業岩村⼯場まで延びる、約100ｍ
の直線道路沿いの町並みです。江⼾時代には、道路の東側（お城側）
昭和10年、柳町を歩く下⽥歌⼦（写真中央）
だけに⻑屋が並ぶ、他の城下町にはあまり例がない、岩村独⾃の町並
みを形成していました。
このような形となったのは、城下町の内と外を明確に区別する必要があったからです。⼤きな城下町では堀や⼟塁な
ど⼈⼯的な障壁で区別していました。これを惣構といいます。岩村では⾃然地形でこれに代えていました。江⼾時代初
めに計画された城下町の範囲は今よりも狭く、⻄は盛巌寺、下町升形、柳町を結ぶラインが境界となっています。この
うち、盛巌寺の裏⼿は段丘の崖となっており、この⾃然の崖が惣構の役割を果たしたと思われます。岩村川の南側は緩
やかな斜⾯で利⽤できる地形がないため、直線道路を通して区別しました。ですから城下町の内である東側だけに建物
が建てられたのです。
往時の様⼦がよく分かる写真が残されています。下⽥歌⼦が昭和10年（1935）に帰郷した際に柳町で撮影されたも
ので（『うた⼦だより』創刊号（2012年）から転載）、中央の歌⼦の右⼿に巌⾢神社、その奥に⽔半別館、⼀番奥に岩
村劇場が⾒えます。画⾯の左が城下町の内、右が外になります。
道路の左の⻑屋は江⼾時代の建築あるいは間取りを引き継いだものと思われます。道路幅が広く⾒えるのは、現在の
ように道路界の側溝がないためでしょう。
注⽬されるのは道路右の⽯組みの⽔路です。現在は伏越の暗渠となっていますが、天正疎⽔を受けて服部理容店から
巌⾢神社まで道路沿いに延び、下流は農業⽤⽔となる江⼾時代からある⽔路です。⼤きさを写っている⼈たちと⽐べて
みると、幅・深さともに１ｍ以上の⼤きな⽔路であることが分かります。このような⼤型の⽔路は城下のほかの場所に
はありません。岩村城の惣構を象徴するもの、外堀代わりとしてひときわ⽴派な⽔路を構えたのではないかと思います
がいかがでしょうか。
（恵那市職員 三宅唯美）

恵那市社会福祉協議会岩村⽀部からのお知らせ
岩村福祉センターの７・８⽉の予定をお知らせします
●いっしょにいこまい会
７⽉１５⽇（⾦）

10：30〜

マジック・腹話術（⼩板美江⼦さん）
会費 300 円（お昼ご飯もあります）

●美容・健康トレーニング

福祉センター
へ遊びに来て
ください

７⽉ 2１⽇(⽊)１3：３０〜１５：００
８⽉１０⽇(⽔)１3：３０〜１５：００

●毎週⽕曜⽇には、「親⼦遊びの場」の開設
７⽉１９⽇(⽕)

みんなで遊ぼ

８⽉

２⽇(⽕)

クッキング

８⽉

９⽇(⽕)

ゲーム・読み聞かせ

（親子遊びの場・おやつ作り）

●マーバケーション⼯作（三世代交流⼤会）
⽵とんぼ作り・⼿作りうちわ・紙ブーメラン作り
７⽉２３⽇（⼟）

午前９：００〜１２：００

岩村コミュニティセンター⼤ホール
⼩学⽣対象（⼩学１年〜３年は保護者同伴）
・定員３０名
申し込み期間平成２８年７⽉２⽇〜７⽉１６⽇迄
（※

先着順、定員になり次第締め切り）
会費２００円（保険料込）

（竹とんぼ・手作りうちわ）

◎岩⾢⼩学校さんより

4 ⽉ 14 ⽇に発⽣した熊本地震を受け、岩⾢⼩学校では、児童会が
主体となり募⾦活動を⾏いました。
5 ⽉ 24 ⽇から 26 ⽇の 3 ⽇間、朝の登校時間に児童が⽞関に⽴ち被災
地への募⾦を呼びかけました。
6 ⽉ 2 ⽇、児童会の代表 4 ⼈が集まった義援⾦ 101,029 円を持参し
て恵那市社協を訪れました。
集まった義援⾦は、共同募⾦会を通じて被災地へ送⾦されます。
あたたかい⼼、ありがとうございました。

問い合わせ：恵那市社会福祉協議会 岩村⽀所 ⻄尾 電話 43-0051
ホームページ：http://www.ena-shakyo.or.jp/

こんにちは！恵那特別⽀援学校です

７⽉３０⽇(⼟)に当校にて、
「夏まつり」を開催いたします。皆さまお馴染みの「岩村城⼥太
⿎」をはじめ、
「⾷べ物バザー」や「遊びのコーナー」等楽しいイベントが盛りだくさんです。
また、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。清掃参加
者の皆様、地域の皆様、お誘い合わせの上、是⾮お越しください。

恵那特別⽀援学校 「夏まつり」
１
２
３

期⽇ 平成２８年７⽉３０⽇(⼟) １０：００〜１１：３０
場所 当校 体育館下(ピロティ)
内容
「岩村城⼥太⿎」
「⾷べ物バザー」かき氷、スイカ、ドリンク等・・・・・・・・・(無料)
フランクフルト、フライドポテト、パン等・・・(有料)
「遊びのコーナー」プラバン、⿂釣り、わなげ、シャボン⽟等・・・(無料)
「ロックビレッジバザール（⾼等部）」
カッティングボード、コーヒーカップ、コースター等・・・（有料）

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION

いわむらコミュニティセンター情報
IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION

いわむら⼭の会⼥性倶楽部活動のようす

いわむら⼭の会⼥性倶楽部お世話役 稲垣⾹代⼦

いわむら⼭の会⼥性倶楽部は、男⼥性別年齢を問わずウォーキングを主として運動不⾜を解消し、健康な⾝体と健全な
精神を保つ事を⽬標に、⼈⽣の最後の⽇まで⾃分の事は⾃分で⾃分の⾜で歩く事を⽬指した仲間の集まりです。
ただ今、⼥性倶楽部会員２０名、⼊会脱退は⾃由、年齢制限なし、性別にも制限なく⼼ある⽅は男性でもＯＫ。明るく
健康で物事には前向き、意欲的な⼈が多く⾷欲も旺盛で美味しいランチのお店は知らない所が無い。
そんな愉快な仲間の集まりで、活動⽇は⽉に⼀回、第⼀⼟曜⽇としています。⽴ち上げて３年⽬⼊
ります。
運動したい、されど時間と場所がない、そんな⼈にうってつけなのがウォーキングです。やり⽅
はいたって簡単。背筋をピント伸ばしてあごを引き、やや急ぎ⾜で歩くだけ。普段なにげなく⾏っ
ていることも、みんなで集まって、⾝体に良い⾷べ物の事、⾝体に優しい整体のこと
薬の事など話しながら⾃分の体調に合わせて設定、ちょっと⾃分流にアレンジするだけで、気持ちよく無理なくリズム
カルに歩けば、爽快感と達成感も味わうことが出来ます。
また、三森⼭をこよなく愛して⽌まらない⼭の会よりお誘いを
受け、１年に⼀度、研修旅⾏にも出掛けます。今回は７⽉で⻑野
県駒ヶ根市駒ケ岳の予定です。
「１⽇１万歩を歩こう」という運動もあり歩数計もいろいろな
物が出回っています。現代⼈にとって１⽇１万歩も歩くことは実
にむつかしくなっています。
毎⽇の暮らしの中で意識的に⼯夫をして、⾃分の⾜で歩き、⾝
体を⽢やかさないで⽣活し、ストレスをためないのが健康で⻑⽣
きの秘訣なのですが、そうは問屋がおろしません。ゴミ出しも⾞、
あの店のスイーツが美味しいと聞けば、時間を割いて買いに⾏く、
お腹いっぱい⾷べて幸せを満喫。辞められません。書き出したら、
だらだら⽌まりませんどうしましょう？？

公⺠館特別休館

８⽉１３⽇（⼟）
・１４⽇（⽇）はお盆の特別休館とします。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。

公⺠館周辺の清掃作業実施予定

７⽉２４⽇（⽇）朝７時００分から公⺠館駐⾞場や周辺の清掃作業を実施します。
⽂化振興会岩村⽀部会員・岩村福祉センター職員・岩村診療所職員の⽅々には協⼒
をよろしくお願いします。

主な岩村コミュニティセンター使⽤予定(７⽉〜８⽉)
７⽉ 23 ⽇（⼟）三世代交流会
７⽉ 26 ⽇（⽕）夏休み⼦ども講座開始
8 ⽉ 2.3.4.5.6.⽇
染め物プロジェクト

7 ⽉ 23、24 ⽇ 染め型紙プロジェクト
7 ⽉ 26 ⽇(⽕) ⼈権相談所開設
8 ⽉ 6 ⽇（⼟）知多市⼿踊り来町

岩村町 平成 28 年 7 ⽉ 1 ⽇現在の⼈⼝・世帯表

岩村コミュニティセンター 図書館だより
●本の借り方
図書館の本を借りるには「ほんのカード」を作ってくだ
さい。恵那市中央図書館に出向いて「利用申込書」に記入
のうえ、住所確認できるもの（免許証・保険証など）と一
緒に図書室カウンターへお出しください。
「ほんのカード」
を発行します。小学生以下の方の登録には保護者の同意が
必要となります。

（

総数

5,146 ⼈

（

▲ 4 ） 〈 ▲ 52 〉

男性

2,480 ⼈

（

2 ） 〈 ▲ 20 〉

⼥性

2,666 ⼈

（

▲ 6 ） 〈 ▲ 32 〉

世帯

1,880 世帯 （

）内は前⽉との⽐較〈

〇第２次恵那市総合計画地域計画（岩村地域自治区）キャッチフレーズ

お願い

▲ 5 ）〈

▲3〉

〉は前年同⽉⽐

消滅しないぞ「いわむら」

岩村コミュニティセンター駐⾞場を「バス旅⾏」や「待ち合わせ」等で⻑時間駐⾞利⽤される場合、事前
に岩村コミュニティセンター及び岩村福祉センターへ問合せをして指⽰を受けてください。

