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広報いわむら

ホットいわむらだより

＊おかげまつり特集
＊L1 RALLY in 恵那
＊振興事務所とコミセンの統合について
＊（新連載）実践女子学園だより

岩村城跡と岩村城下町が「岐⾩の宝もの」に認定
左から古⽥肇岐⾩県知事、渡会恵那市観光協会岩村⽀部⻑、苗⽊城関係者、⾦⼭城関係者

左から古⽥肇岐⾩県知事、渡会観光協会岩村⽀部⻑、苗⽊城関係者、⾦⼭城関係者
岩村城跡と岩村城下町が苗⽊城跡（中津川市）、⾦⼭城跡（可児市）とともに「ひがしみのの⼭城」として⼀
体的に「岐⾩の宝もの」に認定され、9 ⽉ 30 ⽇（⼟）、ぎふ清流⽂化プラザで認定式がありました。古⽥肇岐
⾩県知事から渡会恵那市観光協会岩村⽀部⻑が認定証を受領され、関係者 27 名が認定式に出席しました。
「岐⾩の宝もの」とは、岐⾩県が平成 19 年に “ふるさとの誇りとなる地域資源（観光資源）の掘り起こし” を
⽬的に制度化した認定制度で、「じまんの原⽯」「明⽇の宝もの」「岐⾩の宝もの」の三層からなり、「岐⾩の宝
もの」はその最⾼位にあたります。
「岐⾩の宝もの」の認定は、県内で６件⽬。
⼀斎先⽣が⾔われました

佐藤⼀斎

今⽉のひとこと（10 ⽉）

「世間の⼈々は中秋の名⽉をながめるけれども、皆ぼんやりとながめているだけだね。⽉をながめ
る時には、ぜひ宇宙の広⼤無限な様⼦に考えを及ぼすことが⼤切だね。」（⾔志録９１）
⼀斎先⽣はこの⽂章のあとに、「⽂化１２年８⽉１５⽇の⽉の下で書いた」と書き残しております。
今年の中秋の名⽉は１０⽉４⽇でした。
江⼾時代では、秋は７⽉・８⽉・９⽉を⾔いました。８⽉は秋の真ん中ですから（中秋）というわけ
です。今、私たちが⾒ている⽉を⼀斎先⽣も２００年前に⾒ていたんですね。
【NPO 法⼈いわむら⼀斎塾】

いわむら城下おかげまつり特集

2017.11.5
～女城主・ゆかしき里

明日へのにぎわい～

2017 いわむら城下

おかげまつり
11 月５日（日）
10：00～15：00
図

城下町をミニ SL が通る！「おかげ列⾞」

場所：領家

時間：11 時〜14 時

七輪横丁(領家) こども横丁（新町）

旬の⾷材を焼いて味わえます
にぎわい横丁

ワクワクがいっぱい！楽しさいっぱい！
☆ポン菓⼦（無料）

⼤きな⾳にびっくり！？懐かしい味ににっこり

☆五平もち販売（100 円）
とってもおいしいよ〜！

☆わたがし（50 円）
ふわふわできれいに丸められるかな！？
☆ストラックアウト（12 球 100 円）

おいしい⾷べ物が盛りだくさん

君のバツグンのコントロールで景品をゲット！

にぎわい横丁

☆あんじゃ⽶

（本町）

富⽥で取れた新⽶です。

まんぷく横丁

☆⽵⾺（無料）

（西町）
お腹いっぱいフードコーナー！

☆⼿づくり⼩物のお店（100 円）

昔の遊びをしよう！⼿づくりの体験もできます。

太鼓祭（和太鼓競演）（庚申堂前）
⼭紫⽔明太⿎保存会（中津川市）

まんぷく横丁

安岐太⿎（中津川市）

岩村城⼥太⿎ ほか

各イベント
こども横丁

●軽トラ市、フリーマーケット
●岩村町商店会 楽市街道
●昭和の鉄道模型（まちなか交流館）
●ポニーとふれあい体験（江⼾⼩路）
●防災消防パレード 9:30〜
弘法屋上出発〜庚申堂前で演奏

七輪横丁
おかげ列車

●佐藤⼀斎展（⽊村邸）
●もちつき 11:00〜 （巌⾢天満宮 ）
●もちなげ 14:50〜 （庚申堂前・巌⾢天満宮）
●ハイレゾ体験（レコード）（安⽥邸）
※都合によりイベント内容が変更する場合があります

主催：2017 いわむら城下おかげまつり実⾏委員会 お問合せ：岩村振興事務所

電話 43-2111

学校を⾶び出して「まちなか⼦ども作品展」 お知らせ：11/11
10 ⽉ 28 ⽇（⼟）から１１⽉ 15 ⽇（⽔）の期間、岩⾢
⼩学校・岩⾢中学校・恵那特別⽀援学校の⼦どもたちが制
作した絵や⼩物などの作品が、学校を⾶び出して岩村本通
りの各所で展⽰されます。
普段は学校内でしか展⽰されない作品ばかりです。

作品の展⽰場所は以下のとおりです。
○勝川哲男様宅（岩⾢中学校の作品）
○京屋家具店様（恵那特別⽀援学校の作品）
○⽴花屋様（恵那特別⽀援学校の作品）
○勝川家（岩⾢⼩・中学校の作品）
この機会に⼦どもたちの作品をぜひご覧ください。
◎岩村町地区別福祉計画 ⼦育て部会
事務局：岩村振興事務所 伊藤 電話 43-2111

第 21 回「⾔志祭」佐藤⼀斎まつり

中学校マラソン⼤会

岩⾢中学校⽣徒 131 名が、学校を起点に男⼦４．５ｋ
ｍ ⼥⼦３．３ｋｍのコースを駆け抜けます。途中、岩⾢
中学校→岩⾢⼩学校→岩村駅前（男⼦）→岩村町本通り→
⼤将陣公園横→ロータリー→岩⾢中学校 を⾛ります。沿
道での応援よろしくお願い致します。

＜マラソン⼤会のスケジュール＞
［⽇時］平成２９年１１⽉１１⽇（⼟）

○10：15〜
○10：45〜

⼥⼦スタート
男⼦スタート

＊＊＊⼩⾬決⾏・⾬雪中⽌となります＊＊＊

中⽌の場合は広報無線にて放送させていただきます

いわむら郷⼟読本話題編

11 ⽉ 5 ⽇発売
いわむら郷⼟読本話題編
︵発売所︶いわむら郷⼟読本編集委員会事務所［農協前］
※
⽉
⽇は、まち並みふれあいの舘でも販売。
Ａ４版 五⼗話＋特集 ⼆、〇〇〇円︵出版協⼒費︶

11 ⽉５⽇（⽇）、いわむら城下おかげまつりにあわせて
10 ⽉ 28 ⽇（⼟）、第 21 回「⾔志祭」佐藤⼀斎まつり
が、資料館前広場ならびに岩村コミセンで開催されます。 「いわむら郷⼟読本話題編」が発売されます。
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期⽇

平成 29 年

10 ⽉ 28 ⽇（⼟）

【顕 彰 祭】１０時〜１１時
（会場）佐藤⼀斎銅像前（⾬天：岩村コミセン⼤ホール）
（内容）献花、顕彰のことば、合唱・舞踊・群読など
※岩⾢⼩学校６年⽣が「⾔志四録」を発表します
【記念講演会】１３時３０分〜１５時
会場 岩村コミセン⼤ホール
演題 郷⼟の先⼈佐藤⼀斎の教えを⾏政に活かす
この本は、これまで発⾏された「歴史掘りおこし読本」
講師 可知義明⽒（前恵那市⻑）
岩村町の誇り佐藤⼀斎を知る絶好の機会です。皆さんのご の続編（第５巻⽬）の発刊となります。「現代版⼥城主
渡辺美佐⼦さん」の来町によって「⼥城主の⾥つくり」
参加をお待ちしています。
を官⺠⼀体で推進された記録など 50 話+特集を保存版
問い合わせ先 090-8135-2421（鈴⽊）
として掲載しました。

１

（コスプレイベント）KARISOME

開催

L１ RALLY（エルワンラリー） in 恵那

11 ⽉ 26 ⽇（⽇）、世界初！⼥性だけのラリー⼤会「L
11 ⽉ 19 ⽇（⽇）、岩村城下町を舞台にコスプレまつり
１
RALLY in 恵那」
（スタートとゴールが岩村町）が開催
「KARISOME（かりそめ）」を開催。各地から集まるコス
されます。主催は、恵那モータースポーツ推進協議会。
プレイヤー30 組が集結予定。
いつもと違う⾵情の城下町に是⾮、お出かけください。

【時間】11:00〜15:00

【場所】岩村城下町

10 ⽉ 22 ⽇（⽇）は

第 48 回

衆議院議員総選挙
（第 24 回最⾼裁判官国⺠審査）

必ず投票にでかけましょう！！
岩村振興事務所等検討委員会について
岩村振興事務所は、平成２９年７⽉３１⽇（⽉）から
岩村振興事務所の機能を⼀時的に岩村コミュニティセ
ンター（旧岩村公⺠館）に移転しています。

城下町ホットいわむらでは、岩村町で開催される世界初
の⼤会を地元として盛り上げるべく、駐⾞場やコース警備
などのボランティアさんを募集します。
ご応募頂ける⽅は、下記までお電話ください。
○申込み先 城下町ホットいわむら（岩村振興事務所内）
○電話 0573-43-2111
ボランティア説明会の⽇程や当⽇の役割分担などは、後
⽇、主催者より連絡がありますので、ご承知おきください。
尚、最新情報は下記のサイトからご確認頂けます。

http://www.ena-rally.com/

L1 RALLY で検索！

11/12 BOND フェス 開催

恵那のおもしろ楽しいヒト・コト・モノが集合！
⼦ども達よ！集まれ〜！
11 ⽉ 12 ⽇（⽇）10:00〜16:00 まで、岩村コミュニ
ティセンターにて「BOND フェス in いわむら」が開催
されます。
このイベントには、ペンダントづくりなどのワーク
ショップや、こだわりアリの飲⾷店など、41 店舗が出
店します。親⼦で楽しめるコンテンツが充実していま
す。是⾮、ご来場ください。
詳しくは、下記のサイトへＧＯ！
https://www.facebook.com/bondfes/

加藤景廉公とのご縁で伊⾖市と交流会

岩村振興事務所は、コミュニティセンターとの⼀体
化、公共施設の効率化の視点から活⽤⽅法について、岩
村振興事務所等検討委員会（岩村地域協議会及び岩村地
域⾃治区運営委員会３８名）を⽴ち上げ検討を⾏ってい
ます。
検討結果がまとまりましたら、町内の皆さまには改め
てご意⾒を賜りますのでよろしくお願いいたします。

修善寺町（狩野荘）は鎌倉時代に岩村町（遠⼭荘）
と同じく加藤景廉公が地頭として治めた縁で、平成 2
年３⽉ 31 ⽇両町は「ゆかりの郷協定」を結び交流して
きました。両町とも合併し伊⾖市と恵那市になった現
在も交流が続いています。岩村町から毎年 8 ⽉ 3 ⽇の
景廉公の法要に伊⾖市へ出かけ、伊⾖市からは秋祭り
に来町されます。今年は、あいにくの天候で⾏列には
参列できませんでしたが交流会は親交を深めることが
出来ました。
おかげまつりには、修善寺からも出店されますので
是⾮お買い上げください。

恵那南⾼校の取り組み紹介

ホットな⽥んぼで昔ながらの稲刈り体験

9 ⽉ 2４⽇（⽇）、親⼦連れ 60 ⼈が参加して富⽥地区内
恵那南⾼校では魅⼒ある教育活動の⼀つとして、地域の のホットな⽥んぼで「昔ながらの稲刈り体験」が⾏われま
特産物である「栗」を素材とした６次産業教育を⾏ってい した。
ます。

６次産業教育

収穫作業

恵那市栗栽培振興会会⻑である⻑島町の森川様の圃場
で、5 ⽉に「草刈り作業」
、7 ⽉「夏季剪定作業」、8 ⽉「収
穫ネット設置作業」、そして今回は 9 ⽉ 13 ⽇に１年⽣、
14 ⽇に２年⽣が「収穫作業」を⾏いました。
両⽇で約 100Kg を収穫しました。
収穫は品質・鮮度保持に⼼がけるため、毎⽇収獲を原則
とし、⼣⽅⼜は早朝⾏います。⽔洗いし、不良果・浮き果
を除去し出荷します。
加⼯作業を⾏い、
「栗かの⼦」の販売を予定しています。
10 ⽉ 23 ⽇に浪漫亭、10 ⽉ 29 ⽇の「かえで祭り」で販
売します。

お知らせ：岩⾢⼩・中 PTA 合同資源回収
◆⽇時

11⽉18⽇（⼟）８時00分〜

※⾬天で中⽌場合
（１）⾳声告知放送にて、午前7時頃にご連絡します。
（２）翌⽇11⽉19⽇（⽇）午前８時より⾏います。

城下町ホットいわむらでは、昔ながらの⽶作りの⽅法を
実践する⽶作り体験を⾏っています。（体験活動は年間 3
回：⽥植え、稲刈り、収穫祭）慣れない⼿つきで⼀⽣懸命
稲を刈りして最後は、はざかけをしました。
稲刈りのあとは、東光院の住職さんから⾷に関するお話
があり、「いただきます」、「ごちそうさま」とは⽣き物の
いのちをいただいている。だから、⼤切にしないといけな
いとのとても深イイお話をいただきました。
ホットな⽥んぼでとれたお⽶は、11 ⽉ 5 ⽇（⽇）に開
催される「いわむら城下おかげまつり」で販売されます。
☆アルミ⽸
○ふた付きのアルミ⽸のふたは回収できません。
○各家庭でつぶしてくださるとありがたいです。
○アルミサッシも回収します。
（注）ガラスは取り除いてください。
○スチール⽸、その他スチール製の物品は回収しません。

【注意】
◆集荷⽅法
児童・⽣徒とPTA会員が回収しますので、集荷しやすい ①次のものは回収できません。
油・酢のビン、スチール⽸、布団、座布団、カーペット、
場所に出しておいてください。
汚れのひどいもの。
雑誌はバラバラにならないようにして下さい。
②「環境に優しい資源回収」を⽬指して、ビニールひもで
◆集荷内容
☆紙類（新聞紙、雑誌、ダンボール、厚紙、⽜乳パック） はなく、紙ひもを使うことを奨励しています。紙ひもでな
くても回収しますが、ご協⼒をお願いします。
○新聞と広告は、別々でも⼀緒でも結構です。
○新聞・雑誌は、運びやすいように厚さが１５cm〜２０
cmくらいで⼗字にしっかりしばってください。
○⽜乳パックは洗って切り開いてください。
→（注）酒・⾖乳パックは回収できません。
☆布類
○経費削減のため、ビニール袋は配布しません。
○透明か半透明の袋に⼊れてください。
○段ボール箱に⼊れないでください。
（注）布団・座布団・カーペット・⾜ふきマット・ぬい
ぐるみは回収できません。
☆ビン類
○⼀升ビン・ビールビンに限ります。
○⼀升ビンは栓をつけてください。
（⼝が割れないように）
○汚れたビンは洗ってください。
○ビールビンは、お⼿数ですがメーカーごとに分けて集め
てください。

集荷場所は、⾃動⾞が⾏き交い、危険な場所があり
ます。つきましては、⼩学⽣はできるだけ⾃家⽤⾞
から降ろさないようにして、安全確保に努めてくだ
さいますよう、お願いいたします。また、トラック
の荷台には⼈を乗せないようにご配慮ください。
地区によっては児童・⽣徒のいない場所もございま
す。軽トラック等をお持ちの⽅は、運搬にご協⼒頂
けると助かります。よろしくお願いします。また、
児童・⽣徒のみなさんは、⾃分の分担以外の場所で
も、進んで資源を集めるよう協⼒してください。
岩⾢⼩学校
岩⾢中学校

PTA会⻑
PTA会⻑

安 藤 昇／校⻑
⻄尾和訓／校⻑

吉 村 良
相原正⽂

今⽉号から連載開始！-------------------------------------今⽉から岩村町出⾝の下⽥歌⼦先⽣が創設された「実践⼥⼦学園」のニュースを毎⽉実践⼥⼦学園様から寄稿いただ
き、掲載することになりました。
当町の偉⼈が創設した「実践⼥⼦学園」をより⾝近に感じて頂けるよう、是⾮、ご覧ください。

----------------------------------------------------------新連載：実践⼥学園だより
〜学⽣出演の「渋⾕のラジオ」で学⽣が岩村を訪ねた『がくたび』を紹介〜
毎⽉第⼆⽊曜⽇の午後 3 時から、実践⼥⼦
⼤学渋⾕キャンパスで学ぶ学⽣たちが、ラジ
オ番組に出演しています。⼤学での学びや課
外活動、渋⾕ならではのキャンパスライフや
近隣のおすすめスポットについて語る放送内
容です。これは、渋⾕地区のコミュニティＦ
Ｍ「渋⾕のラジオ」と本学との協⼒により今
年⼀⽉から始まったもので、毎回４〜5 名の
様々な学科・学年の学⽣が出演しています。
学⽣たちは、⾃分たちで毎回テーマを設定し、
選曲や番組構成を考えて、約⼀時間の⽣放送
を⾏います。9 ⽉のテーマは「夏休みどう過
ごした？」。個性あふれる夏休みの過ごし⽅を
披露するとともに、毎年実践⼥⼦⼤学の学⻑

放送前に綿密な打ち合わせをする学⽣たち

と学⽣が岩村を訪ねる「学⻑と⾏く、学祖故
郷の旅（通称：
『がくたび』）」について紹介し
ました。⽣放送を⾏っている時間帯は、ちょ
うど『がくたび』最終⽇の 9 ⽉ 14 ⽇。参加
した学⽣と教職員が岩村町から東京へと戻る
バスでの移動時間に放送されていたため、ラ
ジオ出演者と『がくたび』参加者が、SNS を
利⽤してメッセージを送りあい、番組を盛り
上げました。
「渋⾕のラジオ」は、スマートフォンのア
プリを利⽤して⽇本全国でお聞きいただくこ
とが可能です。ぜひ岩村町の皆様にもお聞き
いただき、SNS で学⽣へのメッセージをお送
りいただければ幸いです。

「渋⾕のラジオ」スタジオから⽣放送

実践⼥⼦学園は、岐⾩県恵那市岩村町出⾝の下⽥歌⼦先⽣が「⼥性が社会を変える、
世界を変える」との信念のもと、1899 年（明治 32）年に創⽴されました。現在は、東
京都渋⾕区、⽇野市の 2 キャンパスで、⼤学、短期⼤学、中学校⾼等学校の学⽣・⽣徒
約 6,300 名が学んでいます。

---------------------------------------------------------

いわっこ元気だより！

今⽉は岩邑中学校

岩⾢中学校では、９⽉９⽇（⼟）に体育祭を⾏いました。『「共創協⼼」⽇常⽣活を⼤切に、良い姿を⾒つけ、認め合
って、⾼めあって、全員が全⼒で取り組める体育祭』をスローガンに、全校⽣徒が⼤縄跳び・綱引き・リレー・多⼈多
脚・棒引き・旗⽴て・応援合戦と⼒を振り絞りました。また、体育祭の係も⼀⼈⼀役に責任をもち、主体的に⾏動する
姿がみられ、全員で創り上げた最⾼の体育祭となりました。
⼤縄跳びでは、跳ぶ⼈は､回し⼿を思い「少しでも回しやすいように」⾼く跳びました。回し⼿は、⼒を振り絞って、
「みんなが跳びやすいように」体全体で縄をリズムよく回しました。仲間の思いが⼀つになり、跳ぶ姿、成功する姿が
随所に⾒られ、⼼に残る感動の体育祭となりました。

いわっこクラブ活動紹介
【クラフト・おかげまつりの商品を作ろう！】
９⽉２４⽇（⽇）の活動は、おかげまつりで販売する商品を作
りました。いわっこクラブは今年も１１⽉５⽇（⽇）のおかげ
まつり会場・こども横丁にて、いわっこショップを開店します。
⽜乳パックをもみの⽊のように三⾓に切り、⽑⽷やビーズやリ
ボンで飾り付けしたクリスマス飾りを作りました。⼦どもたち
は、当⽇販売ができるようにとても丁寧に作品づくりに取り組
みました。今から「おかげまつり」でʻ店員さんʼになるのをと
ても楽しみにしています。是⾮当⽇は「こども横丁・いわっこ
ショップ」へお越しください！可愛い店員さんがお待ちしてい
ます。

【実りの秋！あんじゃ⽶の収穫！】
９⽉２４⽇（⽇）の活動は、稲刈りでした。５⽉にみんなが
植えた苗が⼤きくなり、いよいよ稲刈りの⽇がやって来まし
た。機械を使わず昔ながらの⼿刈りで稲刈り体験をしました。
初めての⼦が多く恐る恐る刈り始めましたが、すぐに慣れて
夢中になって⼀気に刈ってしまいました。刈り終わった後、
稲の束をワラで縛ってハザ掛けをし、いい汗を流した後は全
員で記念写真を撮りました。富⽥の上⽥さんから、今刈った
稲がお⽶になるまでのお話を聞いた後、東光院へ⾏き住職さ
んからは「いただきますは命を頂くということ。豚や鶏など
命がある物はもちろん、キャベツやお⽶にも同じように命が
あるよ。⾷べる物すべてをありがたく頂いて、ごちそうさま
もちゃんと⾔いましょう。」と話して下さり、⾊んな事が学べ
た１⽇になりました。ご協⼒して下さった⽅々ありがとうご
ざいました！収穫したあんじゃ⽶は⼦ども横丁で販売されま
す。是⾮お買い求めください。
お問い合わせ

恵那市教育委員会⽣涯学習課

電話 26-2111（内線 474）

専⽤ダイヤル

090-4400-0771

恵那市観光協会岩村⽀部からのお知らせ
名古屋市⺠に「⼥城主の⾥ いわむら」をアピール!!
１０⽉４⽇(⽔)と５⽇(⽊)の２⽇間、名古屋市栄のオ
アシス２１「銀河の広場」において、第１１回恵那市
観光物産展が開催され、恵那市１３地区のそれぞれの
特産品等を持ち寄って出店しました。
岩村は、⼥城主でおなじみの岩村醸造、カステーラ
の松浦軒本店・松浦軒本舗に加え、観光協会岩村⽀部
では昨年に引き続き「⼥城主の⾥ いわむら」の特設ブ
ースを設置し、モニターによる岩村城の空撮やＣＧに
よる「よみがえる岩村城」、ＮＨＫ歴史秘話ヒストリア
の「戦国の花嫁〜愛に⽣きた⼥城主」を放映、⾜を⽌
めて画⾯に⾒⼊ってくださった⽅もたくさんみえまし
た。
またステージでは、浜松市から出展した「おんな城
主 直⻁」と共に“⼥城主ＰＲ合戦”を実施し、井伊⾕城
と岩村城の⼥城主の違いや⼥城主めぐりなどを名古屋
市⺠にアピールしました。
まち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)

TEL/FAX

43-3231

いわむら歴史再発⾒ vol.40
〜遠⼭⽒の館は何処に〜
「岩村城創築800年」というキャッチフレーズは、
鎌倉時代のはじめに加藤景廉が遠⼭荘の領主となっ
てから約800年ということで⽤いられています。しか
し、当時の⼭城は戦の際に構えられる臨時の陣地で、
居城としての岩村城の成⽴は戦国時代を待たねばな
りません。
鎌倉時代から応仁の乱のころまでの領主は、肥沃な
富田字「土井原」「土井脇」遠景
平地の⼀⾓に、⽅形に堀や屏を巡らせた屋敷に住んで
いました。遠⼭⽒の館はどこにあったのでしょうか。
（空中写真では方形の区画が読み取れる）
城下町周辺は館を構えるにはあまり条件が良くな
いように⾒えます。また「領家」という地頭遠⼭⽒と
は対⽴するような地名もあります。そうすると、菩提
寺のあった富⽥はどうでしょうか。よく「市場」とい
う地名のところには館の跡があると⾔われますが、ふ
るさと富⽥会館に掲げられているほ場整備前の空中
写真をみると、「古市場」のあたりに⼤きな⽅形の⽥
んぼがあるように⾒えます。また東光院の少し下に字
「⼟井原」「⼟井脇」といういかにも館っぽい地名の
ところがあります。このあたりが候補でしょうか。
ところで、遠⼭⽒の当主の館はなかったと考えるこ
ともできます。鎌倉時代から江⼾時代に⾄るまで、将
軍の直⾂はその膝元に住むことが⼤原則でした。遠⼭
景朝は⽣涯を鎌倉で過ごし、その⼦の代になると幕府
の京都の拠点である六波羅に常駐します。これを在京⼈と呼びます。室町時代になっても有⼒な奉公衆である遠⼭⽒
は京都に住み続け、領地である岩村にはたまにしか来なかったと思われます。そうであれば館を構えるのではなく、
寺院や在地の家⾂の屋敷に泊まればいいわけです。織⽥信⻑が京都に屋敷を構えず、たまに上洛したときには本能寺
などの⼤きなお寺に泊まったのと同じです。
菩提寺である⼤円寺や飯⽻間の極楽寺、あるいは⼭上さんの屋敷などが候補に挙げられるでしょう。
（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１０・１１⽉の予定をお知らせします
◯美容・健康トレーニング
予約不要（⼀回５００円）
10 ⽉ 25 ⽇(⽔) 13:30〜15:00
11 ⽉ 8 ⽇(⽔) 13:30〜15:00
◯毎週⽕曜⽇には、「親⼦遊びの場」の開設
10 ⽉ 17 ⽇(⽕) リズム遊び・読み聞かせ
10 ⽉ 24 ⽇(⽕) 歌って遊ぼ
11 ⽉ 7 ⽇(⽕） おやつ作り
福祉センターへ
◯サロン交流⼤会
ご来館ください！
10 ⽉ 20 ⽇（⾦）
▽12:30 より
サロン交流⼤会
▽13:30 より 『劇団さむらい』観劇
【場所】岩村コミュニティセンター・⼤ホール
◯いっしょにいこまい会
10 ⽉ 20 ⽇(⾦) 『劇団さむらい』観劇
▽13:00〜
【場所】岩村コミュニティセンター・⼤ホール
【⼊場料】無料
11 ⽉ 10 ⽇(⾦） 遠⾜ くりくりの⾥
▽10:00 岩村福祉センター発
【参加料】1,000 円（要予約）
※岩村町にお住まいのおおむね６５歳以上の⽅
なら参加できます。

（リズム遊び・みんなで楽しく遊びましたＨ29.9.12）

（詐欺被害等の話を聞きました！岩村交番長講話Ｈ29.8.18）

去年⼤好評だった『劇団さむらい』が１０⽉２０⽇（⾦）

サロン交流⼤会にやってきます、どなたでも

ご覧になれます、是⾮ご来場ください。
12:30〜 【場所】岩村コミュニテイセンター・⼤ホール

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

「グラウンド草取りのお礼」
当校がこの地に移転して以来８年間毎年、ボランティ
アで地域の⽅々が草刈りをしてくださっています。今年
度も８⽉３０⽇（⽔）の早朝より、２２⼈の⽅々が、当
校グラウンドの草取りをしてくださいました。普段⾏き
届かない、とても細かいところまで、丁寧に取ってくだ
さいました。
お陰をもちまして、９⽇に⾏われた「体育⼤会」は、
きれいに整備されたグラウンドで、⼒⼀杯⾏うことがで
きました。
本紙⾯をお借りして、お礼申し上げます。本当にあり
がとうございました。

「学校祭のお誘い」

１１⽉１０⽇(⾦)、１１⽇(⼟)に当校の学校祭である『知新祭』を⾏います。
体育館での各学級のステージ発表や作品展⽰に加え、１１⽇はロックビレッジバザール(作業製品バザー・作業作
品販売体験)も⾏いますので、皆さんお誘い合わせの上、お出かけください。

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION

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

恵那三学塾 市民講座沖縄カンカラ三線発表会＆ロビーコンサートが開催されました
10⽉１⽇（⽇）岩村コミュニティセンターにて講師：⽥⼝修⽒のもと受
講されている沖縄カンカラ三線の受講⽣と釜⼾コミュニティセンターにて
サークル活動をされている釜⼾三線クラブの皆さん・恵那・中津川市で活
動をされているメンバーによる沖縄⺠謡・沖縄Ｊ-ＰＯＰなどの曲⽬発表が
⾏われ、ゲストにオカリナＯttotoさん、ピアノ：⼤⽊三惠さん・栗⽥有美
さん、ボーカル：堀友美さんの演奏と歌声が披露されました。

10⽉〜11⽉の主な岩村コミュニティセンター使⽤予定

（⻘少年育成町⺠会議主催）

10 ⽉ 17 ⽇（⽇）おもしろ歴史講座
10 ⽉ 18 ⽇（⽕）⾏政相談
10 ⽉ 20 ⽇（⾦）いっしょにいこまい会・岩村の産業遺産「型紙」を活⽤した｢型染め｣
10 ⽉ 21 ⽇（⼟）「ぴんしゃん」・「デュークズ」ウォーキング・結婚相談所
10 ⽉ 24 ⽇（⼟）
「デュークズ」ウォーキング・⼈権相談所
10 ⽉ 26 ⽇（⽊）みんなで・歌いましょう！
10 ⽉ 27 ⽇（⾦）岩村の産業遺産「型紙」を活かした「型染め」
10 ⽉ 28 ⽇（⼟）⾔志祭・特別公開講座
10 ⽉ 29 ⽇（⽇）えなＲＵＮ伴＋（ＰＬＵＳ）
・沖縄カンカラ三線
11 ⽉ 2 ⽇（⽊）家庭教育学級・古布で素敵にリフォーム
11 ⽉ 3 ⽇（⾦）⾥⼭Ｂｏｙʼｓ＆Ｇｉｒｌʼｓ・恵那南⾼校オータムコンサート
11 ⽉ 4 ⽇（⼟）そば打ちにチャレンジ
11 ⽉ 5 ⽇（⽇）岩村町おかげまつり⻘少年育成もちつき（新町天満宮前にて）
11 ⽉ 7 ⽇（⽕）おもしろ歴史講座
11 ⽉ 9 ⽇（⽊）結婚相談所定例会
11 ⽉ 10 ⽇（⾦）無料法律相談所
11 ⽉ 11 ⽇（⼟）こめっこ☆くらぶ・「ぴんしゃん」・｢デュークズ｣ウォーキング
11 ⽉ 12 ⽇（⽇）ﾏｼﾞｯｸ＆頭脳ﾘﾊﾋﾞﾘ健康講座・Ｂｏｎｄフェス

おかげ祭り協賛「餅つき」
１１⽉５⽇（⽇）開催の「おかげ祭り」
では、恒例の⻘少年育成町⺠会議ＰＲの
餅つきを⾏います。無料でつきたての
餅を配布します。是⾮お⽴ち寄り下さい。
場所は新町の天満宮前です。
時間は１１時〜です。

御礼：コミセン周辺の清掃作業
去る９⽉２４⽇（⽇）朝７時３０分か
ら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４７
名によって、コミセン駐⾞場や周辺の清
掃作業をして頂きました。⼤変きれいに
なりました。ありがとうございました。
今後とも皆様のご協⼒をお願いしま
す。

駐⾞場利⽤状況

⾏事開催のため駐⾞場⼀⾯を利⽤いたします。
ご迷惑をおかけ致しますが何卒ご協⼒のほど宜しくお願い致します。
10 ⽉ 20 ⽇（⾦）いっしょにいこまい会
10 ⽉ 28 ⽇（⼟）⾔志祭・特別公開講座
10 ⽉ 29 ⽇（⽇）えなＲＵＮ伴＋（ＰＬＵＳ）
11 ⽉ 3 ⽇（⾦）恵那南⾼校オータムコンサート
11 ⽉ 5 ⽇（⽇）岩村町おかげまつり
11 ⽉ 12 ⽇（⽇）Ｂｏｎｄフェス

岩村コミュニティセンター 図書館だより

●秋の読書週間

【岩村町の人口】
前月

H 29年10月

10 ⽉ 27 ⽇〜11 ⽉ 9 ⽇

前年

総数

5,022 ⼈

（

▲ 3 ） 〈 ▲ 116 〉

「２０１７年読書週間標語」は

男性

2,430 ⼈

（

1 ） 〈 ▲ 43 〉

「本に恋する季節です！」

⼥性

2,592 ⼈

（

▲ 4 ） 〈 ▲ 73 〉

世帯

1,855 世帯 （

2 ） 〈 ▲ 20 〉

（

）内は前9⽉との⽐較〈

〉は前年同10⽉⽐

