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＊8/13 ザ・縁日
＊8/5・8/26 ふくろうまつり
＊防災訓練
＊高齢者支援隊

予約すると来るんです！ 「よやくる号」運⾏開始！

【お知らせ】

平成 30 年 10 ⽉ 1 ⽇から「岩村デマンド交通よやくる号」が運⾏されます。
現在運⾏している路線バス、「岩村東線」と「岩村⻄線」が、「岩村デマンド交通よやくる号」として新たに
開始されます。これは、昨年5⽉に恵那市から検討の依頼を受けた岩村地域協議会が検討委員会を⽴ち上げ、
地域の⽅で検討をいただいた内容が実現するものです。

【岩村デマンド交通よやくる号について】

「予約をすると来る」ということから、予約の“よや”と来るの”くる”を合わせて「よやくる号」となりました。
ご予約いただくと、⾃宅付近のバス停から指定の⽬的地まで運⾏します。
「よやくる号」を利⽤するためには、電話予約が必要となります。（予約のない便は、運⾏しません。）
詳しくは、よやくる号のチラシが配布されますのでご覧ください。
佐藤⼀斎 今⽉のひとこと（8 ⽉）
⼀斎先⽣が⾔われました
今⽉も⻄郷どんが選んでくれた私の⾔葉を紹介しよう。
『知らずして知る者は、道⼼なり。知って知らざる者は⼈⼼なり。』
（⾔志耊録５６）
（何も教えられないでも、⾃然に⼈として⽣き⽅を知っているのは真の⼼であり、何でも
知っているようで、その実うわべだけで何も真実がわからないのが⼈の⼼である。つまり、
私欲が強い⼈ほど物の道理や真理がわからなくなり、正しい判断ができなくなる）という
ことだね。
【ＮＰＯ 法⼈いわむら⼀斎塾】

矢崎由紗さん

高村佳偉人さん

時間 11:00〜11:20

主催：NHK サービスセンター

場所 庚申堂前枡形特設ステージ

荒天時または荒天が予想される場合は中⽌となります

9:30〜16:30 勝川家で「半分、⻘い。」展（勝川家）開催中！

連続テレビ⼩説﹁半分、⻘い。﹂に登場する架空の町
東美濃市ふくろう町 にちなみ、岩村町⻄町商店街で

萩尾律(幼少期)役

﹁ふくろうまつり﹂を開催します。町並みを昭和⾊に演出！
この⽇にあわせた昔懐かしい商店街の売出しもあります。

～昭和へタイムスリップ～

～岩村町ふくろう商店会 楽市楽座～

楡野鈴愛(幼少期)役

【注⽬】半分⻘い関連商品
★カステラと抹茶カステラの半分⻘いセット
(ﾀｲﾄﾙﾛｺﾞ許諾商品)松浦軒本舗
★かすてぃらすく(ﾀｲﾄﾙﾛｺﾞ許諾商品) かめや
★ストラップ(ﾀｲﾄﾙﾛｺﾞ許諾商品) ホットいわむら
★どらやき 松浦軒本店
★笛 京屋家具店

第５回
岐阜県恵那市岩村町

昭和９３年（平成 30 年）

８月５日（日）
午前 11 時から午後 3 時
場所：岩村本通り西町商店街

昭和の
服装

で来場なら
がらぽん１回

無料

特別出店＆催し
昭和の名⾞・バイク展⽰
昭和のレコード(半分古い)
メンコ・懐かしゲーム
ＢＡＲ「葵」
懐かしの⼿作りコロッケ
ふくろう劇場 など

このチラシは、岐⾩県からの補助⾦の交付を受けています

お買い物は「半分、青い。」ロケ地ふくろう商店街へ！
⽔半名物販売店（アイスキャンディ、ラムネ、コーラ）
みはら（五平もち）
ヌマダ洋品店（紳⼠スラックス⼤放出）
ニシオスポーツ（スポーツシーズン到来、当店へ）
かんからや（かんからもち）
あしざわや（福を招く⼿作りふくろう）
松浦軒本舗（半分⻘いもっちり焼き）
城⼭（半分⻘いフォトギャラリー）
かどや（あげ焼き）
鈴⽊順治商店（特価品あります）
みづの（売り尽くし中）
やましろや（かき氷）← 新規オープン
おしゃれ⽊⽥原（やすだや洋品店）←「半分、⻘い。｣ロケ地
（夏の装いへ!!ご来店お待ちしております）

【主催】恵那市観光協会岩村⽀部（問 0573-43-3231）【共催】岩村町ふくろう商店会、⻄町ふくろう商店会、城下町ホットいわむら

8/13 ザ・縁⽇＆ふるさと創⽣花⽕

8/18 いわむら城址薪能

平成 30 年 8 ⽉ 13 ⽇（⽉）、岩⾢⼩学校グラウンドに
て、いわむらのアツい夏の⾵物詩「ザ・縁⽇＆ふるさと創
⽣花⽕」が開催されます。
会場周辺には駐⾞場がありません。会場近くの駐⾞場よ
り徒歩でご来場ください。

平成 30 年 8 ⽉ 18 ⽇（⼟）、岩村藩主邸跡（岩村歴史資
料館前）にて、第 34 回いわむら城址薪能（たきぎのう）
が開催されます。
（開場 16:30 開演 17:30）岩村城の歴史
を⾒守ってきた⽼松を背景に演じられる「⽇本の伝統芸
能」の醍醐味を存分に味わうことができます。

主
催：岩村城再建構想実⾏委員会
問い合わせ：恵那市恵南商⼯会 54-2902
ザ・縁⽇＆ふるさと創⽣花⽕の協賛⾦を募集中
協賛⾦額：ひと⼝ 1,000 円 ※何⼝でも OK
締め切り：8 ⽉ 13 ⽇（⽉）まで
申込窓⼝：商⼯会岩村⽀所まで

お礼：城⼭清掃（夏の陣）

今年の演⽬は、能が「杜若」と「天⿎」。狂⾔が「⿂説
教」です。チケットは⼤⼈前売り 3,000 円（当⽇ 3,500
円）・中⾼⽣（前売り・当⽇ともに）1,000 円で、岩村コ
ミュニティセンター・恵那⽂化センター・恵那市観光協会
岩村⽀部・チケットぴあ・ジョイセブンで好評発売中です。
主
催：いわむら城址薪能実⾏委員会
問い合わせ：恵那市観光協会岩村⽀部 43-3231

恵那市の⾼齢者健幸⽣活⽀援隊の事業のご紹介

７⽉ 28 ⽇（⼟）、本年 2 回⽬の城⼭清掃が⾏われまし
た。東濃森林管理署、岩⾢中学校の皆さんをはじめ、総勢
93 名ものボランティアの⽅々にご参加を頂きました。

恵那市まちづくり市⺠活動補助⾦を活⽤して⾼齢者の
皆さんの「つどい」や「おでかけ」の場所を作る活動を、
⾼齢者健幸⽣活⽀援隊が始めることになりました。

朝から⼩⾬がちらつく天候ではありましたが、城址本
丸をはじめ、太⿎櫓周辺など、各所で丁寧に草刈り・草
取り作業等が⾏われ、岐⾩の宝もの「岩村城跡」全体が
⼤変きれいになりました。
ご参加を頂きました皆様、本当にありがとうございま
した。
今後も岩村城跡の清掃整備活動を続けていきますの
で、皆さまのご協⼒をよろしくお願いいたします。

岩村町では 10 ⽉ 29 ⽇（⽉）に、恵那市⾷⽣活改善推
進協議会の⼭本さちよさんを講師に迎え「ワンコインで昼
⾷を作って⾷べましょう」を実施します。時間は午前 10
時から午後 2 時 30 分までです。⾷後には岩村接⾻院の井
澤貴雅さんをお招きして⼿話で歌を楽しみます。
お申込みは受付専⽤電話 090-4798-0798 または岩村コ
ミセン窓⼝の⽤紙に必要事項をご記⼊ください
（締切は実施 1 週間前です）

お知らせ

「安⼼カード」新規・更新調査のお願いについて
町⺠の皆様へ
⽇頃は、岩村町の地域づくり、防災・災害活動にご理
解、ご協⼒を頂きまして誠にありがとうございます。
さて、岩村町⺠⽣委員児童委員協議会及び岩村町⾃治
連合会では、地域の皆様が安全で安⼼して暮らすことが
できるように、平成 22 年度から「安⼼カード」を地域
の皆様のご理解とご協⼒により作成しました。また、⾃
治会⻑、福祉委員の皆様のご協⼒により、毎年度新規・
更新調査を⾏っております。
「安⼼カード」は、いつ起こりうるかわからない⼤規模
地震や災害などの発⽣時に、地域住⺠の安否確認や災害
時要援護者等の最新情報（「安⼼カード」）として、役⽴
つことが出来れば幸いと存じます。
今年度も新規・更新調査の時期がきました。
調査により⾃治会⻑または福祉委員がご⾃宅を訪問し
た際は、ご協⼒いただきますようよろしくお願いいたし
ます。
岩村町⺠⽣委員児童委員協議会
会 ⻑ 丸⼭ 正男
岩村町⾃治連合会
会 ⻑ ⼭内 克郎

恵那市総合防災訓練
訓練テーマ：地域・学校：家庭の連携で
『⼦どもも防災の担い⼿に！』
⽇時：平成 30 年 9 ⽉ 2 ⽇（⽇）８:00〜
【想定】
AM8:00、紀伊半島沖を震源とする南海トラフ地震（マ
グニチュード 9.0）が発⽣し、市内で最⼤震度６弱を
観測。この地震により、家屋の倒壊、崖崩れ、⽕災の
発⽣、ライフライン等に⼤きな被害が発⽣した模様。
死者、⾏⽅不明者、負傷者も発⽣した模様で、今後、
⼤きな余震が続く恐れがあり、さらなる被害拡⼤が予
想される。市⻑は、市全域に「避難指⽰」を発令、全
ての避難所の開設を決定した。
8:00〜 避難・⼈員把握訓練
※サイレンが鳴ったら、となり近所に声をかけ
て、避難場所へ集合してください
9:30〜 炊き出し訓練
【⽇⾚奉仕団・⼥性防⽕クラブ】
（場所）富⽥会館

ご⾃宅の⾮常⾷等の備えは⼗分ですか?

実践⼥⼦学園だより

学祖・下⽥歌⼦先⽣「⾹雪忌」法要ならびに墓参を実施しました

6 ⽉ 16 ⽇（⼟）、実践⼥⼦学園の役
員および⼤学・短⼤後援会会⻑、中⾼
⽗⺟会⻑ら 23 名によって、学園の設
⽴者である下⽥歌⼦先⽣の⽣誕の地
である岐⾩県恵那市岩村町において、
法要及び墓参を実施しました。
下⽥歌⼦先⽣は、⽇本を代表する近
代⼥⼦教育の先駆者で、「⼥性が社会
を変える、世界を変える」という建学
の精神のもと、本学を創設されまし
た。毎年この時期に、法要及び墓参と
共に、学園の事業状況の報告を⾏って
います。
当⽇は晴天に恵まれる中、下⽥先⽣
の菩提寺である岩村町隆崇院におい
て、
「⾹雪忌」法要を執り⾏いました。
引き続き、乗政寺⼤名墓地の下⽥家墓所及び平尾家墓所の墓参を⾏いました。
また、今回の墓参には、地元の岩⾢中学校２年の遠⼭若夏菜さんが、お⺟さまとともに参加されました。遠⼭さ
んは、地元の偉⼈・下⽥歌⼦について研究しており、本学とも交流を深め、今回の墓参に参加することとなりまし
た。下⽥歌⼦先⽣の思いは、今を⽣きる若い世代へと確実に受け継がれています。

いわっこ元気だより！
あつい夏もげんきいっぱい！

今⽉は

岩村こども園

夏は清涼地として通ってきたこの岩
村も、今まで経験のない猛暑続きの毎⽇
です。
保護者の⽅に作業で組み⽴てて頂い
た⼆つの⼤きなプールで⼦ども達は元
気いっぱいプール遊びを楽しんでいま
す。
年⻑さんの「わくわくちびっこまつ
り」には役員のお⽗さん・お⺟さんに協
⼒して頂き⿂つかみやカレー作り、園庭
レストランでの美味しい昼⾷など楽し
いひと時を過ごしました。
7/18・19 には懇談会・参観⽇と続き
ました。
その後、⼤嶋直⼦先⽣・森川伸江先⽣
には乳幼児期の⼦どもの育ちについて、
丁寧にお話をして頂きました。
⼤勢の保護者の⽅に参加して頂け、
「こ
の暑い中でも、岩村の保護者の⽅は熱⼼
ですね。」と褒めていただきました。

いわっこクラブ活動紹介
「絵の具遊びとプチ運動会」
6 ⽉ 25 ⽇（⽉）絵の具遊び
⾚・⻘・⻩・⽩の 4 ⾊の絵の具と⾃分の⼿を使
って絵を描きました。普段、指で触れることのな
い絵の具の触感を楽しみ、⼩学⽣画伯たちは思い
思いの作品を描いていました。ここで⼤切なのは、
⼤⼈が「これ、何？」と聞かないことでしょうか。

絵の具遊び

7 ⽉ 2 ⽇（⽉）プチ運動会
学年を混ぜたグループ対抗で、たくさんの⾵船を
使った競技をしました。
「並び順を変えたら早くで
きるかも？」
「誰が 2 回⾛る？」と話し合う作戦タ
イムは、⾼学年がリードする姿も。⾵船を追いか
けたり、おしりで割ったり、汗を流しながら⼦ど
もたちは最⾼の笑顔を⾒せてくれました。事前準
備や競技説明、⼦どもたちの補助をしていただい
た、いわっこクラブ実⾏委員の皆さん、保護者サ
ポーターの皆さん、ありがとうございました！！
プチ運動会
【今後の予定】8 ⽉の活動はお休みです。
≪お問い合わせ≫

教育委員会⽣涯学習課

電話

26-2111(内線 477) ⼦ども教室専⽤

090-4400-0771

恵那市観光協会岩村⽀部からのお知らせ
観 光 客 の 受 ⼊ 体 制 整 備！！
連続テレビ⼩説「半分、⻘い。
」放映開始から、予想をはるかに超え
る観光特需に沸いています。しかし、“ふくろう商店街”のロケ地「⻄町
商店街」を中⼼に、受け⼊れ態勢が追いつかず、皆様にはご迷惑をお
かけしておりました。
そうした状況に対応すべく、激増した観光客受⼊態勢整備について、
数々の施策を実施しています。
６⽉１⽇には、お⼟産を扱う商店が少ないということで、
「まち並み
「半分、⻘い。」のロケセットのアーチやパネ
ふれあいの舘」に「えなてらす、いわむら。」を併設しリニューアルオ
ルと休憩スペース
ープンしました。その後、商店街の空き店舗には数々の⼟産物や飲⾷
を扱う店舗も増えてきました。さらに、旧岩村振興事務所は、
「岩村休
憩所」として 11 ⽉末まで無休で９時から５時まで、休憩所兼観光案
内所として開設します。65 席の椅⼦やソファーが⽤意され、休憩が可
能になったほか、
「半分、⻘い。」のロケで使われた、
「ふくろう商店街」
のアーケードやお店の看板が飾られており、恵那市・岩村町に加え、
多治⾒・⼟岐などの東美濃観光の関係市町のポスターが掲⽰されると
ともに、パンフレットも配置しています。また、懸案となっている駐
⾞場の利便性について、⼟・⽇・祝⽇・お盆には、旧岩村振興事務所、
休憩所の反対側には、岩村・恵那市のほか、
合原駐⾞場、岩村コミュニティセンターに駐⾞場整理員を配置します。
東美濃の各市のポスター・パンフレットが置
観光協会からの市への要望により、以下の整備がなされました。
かれているスペースがあります。
（１）岩村こども園横にある駐⾞場が簡易的に整備されました。
（２）岩村コミセンの駐⾞場の⽩線が引き直され、バス専⽤の駐⾞場所も設けられました。
（３）旧岩村振興事務所の駐⾞場の観光客⽤トイレが全て洋式になりました。
(⼀社)恵那市観光協会岩村⽀部(岩村町観光協会)

TEL/FAX

43-3231

kankou@iwamura.jp

いわむら歴史再発⾒ vol.48
〜佐藤⼀斎ゆかりの住宅･江⼾町遠⼭家〜
幕末に誕⽣したニュータウン江⼾町。
『地域
的聚落史的に眺めた岩村城下町』（⼩島幸吉
著、昭和13年）によれば、明治４年（1871）
の廃藩時には、⼀⼾建て９棟10世帯、⻑屋４
棟17世帯、合せて27世帯の藩⼠が暮らしてい
ました。そして、このうちの⼀⼾建て住宅１
棟、⻑屋３棟が現在も残っています。
今回紹介する遠⼭家住宅はその中の⼀棟で
す。
写真をご覧ください。上が『岩村城下町』
に掲載された昭和13年当時のイラスト、下が
現在の遠⼭家です。屋根の形が変わっており、
建具や外壁も新しくなっていますが、よく似
ています。
『岩村－城下町伝統的建造物群保存
対策調査報告書』
（平成元年）では取り上げら
れていませんが、⽂久年間に建てられた侍住
宅とみていいように思われます。最近解体さ
れた近くの⼩川家住宅とほぼ同じ間取りで、
来客⽤の式台（⽞関）を備えた岩村藩⼠の典
型的な侍住宅とみることができます。
イラストには「幕末に佐藤⼀斎の⼦孫佐藤善⽒の旧宅」とあります。善は、佐藤⼀斎の⼦で跡を継いだ佐藤⽴軒
の四男で、兄３⼈が早世したため家督を継いだ⼈物です。佐藤⼀斎の直系の孫ということになります。
遠⼭家住宅は、建造物としても、佐藤⼀斎ゆかりの史跡としてもたいへん貴重な住宅であるといえるでしょう。
ところで、なぜ⼀斎の孫が岩村藩⼠として江⼾町に住むことになったのかはまだ調べがついていません。ご存じ
の⽅がおられましたら是⾮ともご教⽰ください。
（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８⽉の予定をお知らせします

．

◯いっしょにいこまい会
8 ⽉ 17 ⽇（⾦） 10：30〜

みなさん、
福祉センターへ
お越しください！

マジックショー
会費 300 円（お昼ご飯もあります）

◯美容・健康トレーニング
予約不要

１回５００円

８ ⽉ ８ ⽇(⽔)

13:30〜15:00

８⽉ 22 ⽇(⽔)

13:30〜15:00

９⽉ 12 ⽇(⽔)

13:30〜15:00

◯毎週⽕曜⽇には「親⼦遊びの場」の開設

いっしょにいこまい会
園児との交流会
⼈形劇くれよん観劇

８ ⽉ ７ ⽇(⽕) おやつ作り(１⼈ 100 円)
８⽉ 21 ⽇(⽕) リズム遊び・読み聞かせ
８⽉ 28 ⽇(⽕) 歌って・踊って遊ぼ
９ ⽉ ４ ⽇(⽕) おやつ作り(1 ⼈ 100 円)
問い合わせ：恵那市社会福祉協議会岩村⽀所

原⽥

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
中学部１・２年⽣は、６⽉２８⽇（⽊）〜６⽉２９⽇（⾦）の２⽇間、
愛知県の美浜市で宿泊学習を⾏いました。美浜少年⾃然の家に泊まり、
⼀⽇⽬には浜辺の散策と⿂つかみ、ニ⽇⽬はセントレア空港に⾏きまし
た。天候に恵まれたため、浜辺の散策の時間に海にも⼊りました。初め
て海に⼊る⽣徒もおり、波や海⽔の塩⾟さを実際に経験でき、とても楽
しそうにしていました。⿂つかみでは、アジを必死に追いかけました。
⿂もかなり素早く、捕まえるのに苦労しましたが、捕まえると「やった
ー！」という達成感あふれる笑顔を⾒ることができました。
⼆⽇⽬のセントレア空港では、グループに分かれスカイデッキで⾶⾏
機の離着陸を⾒たり、お⼟産を探したりしました。実際に⾶⾏機を⾒ら
れたことで、⽣徒もすごく興奮し、⽬を輝かせていました。また、事前
学習でまわる店や⾏きたいところを⽣徒同⼠で決めたこともあり、１・
２年⽣で協⼒しながらグループ活動をする様⼦が⾒られました。これか
らの学校⽣活もみんなで協⼒して楽しく過ごして 充実したものにして

いきます。

⼆学期
の
予定

8 ⽉２８⽇(⽕) 第２学期始業式
9 ⽉ ８⽇(⼟) ⾼等部体育祭（⾒学⾃由です。
）
11 ⽉ 9 ⽇(⾦) 知新祭
11 ⽉ 10 ⽇(⼟) 知新祭（10 ⽇は 12:40〜14:20 ⾼等部製品販売会です）
12 ⽉ 15 ⽇(⼟) ウインターコンサート
（中津⾼等学校と恵那南⾼等学校、吹奏楽部の演奏。観覧⾃由です）
12 ⽉ 21 ⽇(⾦) 第２学期終業式

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION

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

コミセン周辺の清掃作業（御礼）
７⽉２２⽇（⽇）７時から、岩村振興事務所職員、岩村町⽂
化振興会会員、岩村福祉センター職員、岩村診療所職員の皆
様によりコミュニティセンター周辺の清掃作業をおこないま
した。ご協⼒ありがとうございました。

後期市⺠講座の受付は９⽉ 8 ⽇から
平成 30 年９⽉ 8 ⽇から「後期市⺠講座」の受付が始まりま
すので、あらかじめお知らせします。
コミュニティセンターでガイドブックをご覧になり、申込み
をしてください。
【電話での申込みはできません】
（受付開始 平成 30 年 9 ⽉ 8 ⽇ 午前 9 時より

◯申請書の提出
コミュニティセンターの施設をご利⽤いただく場合
は、申請書を提出してください。

後期市⺠講座は以下の７講座です。
講 座 名

回数

たのしい親⼦ヨガ

全６回

ボンドで作るつまみ細⼯（１）初⼼者コース

全３回

ボンドで作るつまみ細⼯（２）上級者コース

全３回

ぴんしゃんウォーキング

全６回

おもしろ歴史講座

全３回

⼦どもスイーツおいしい調理

全３回

⽇本⼑を学ぶ

全５回

岩村コミュニティセンター使⽤予定
(８⽉)
８⽉ ６⽇（⽉） 主演者と作者が語る学習会
（能の勉強会）
８⽉１０⽇（⾦） 無料法律相談
８⽉１７⽇（⾦） 夏やすみこども講座「草⽊染」
８⽉１８⽇（⼟） ことぶき結婚相談所
８⽉２５⽇（⼟） Ｄ－スマイルカフェ
８⽉２８⽇（⽕） 恵中安全運転管理部会
８⽉は、乳幼児学級はおやすみです

コミュニティセンターを
ご利⽤のお客様へ

◯申請書の提出期限
申請書は、ご利⽤⽇の３⽇前までに提出をしてくださ
い。午後５時以降は受け付けておりません。
（⼟・⽇・祝祭⽇も午後５時迄は受け付けています）
・電話、ＦＡＸ、等の申し込みはできません。
◯夜間利⽤のお客様へ
・使⽤料のお⽀払いは、平⽇の９時〜１７時の間でお
願いいたします。
・夜間のお⽀払いは受け付けておりません。

平成３０年７⽉ 1 ⽇現在の⼈⼝・世帯表
総数

4,960 ⼈

（±０）

〈▲92〉

男性

2,397 ⼈ （▲１）

〈▲50〉

⼥性

2,563 ⼈ （＋１）

〈▲42〉

世帯

1,870 世帯 （＋５）

〈+11〉

（ ）内は前⽉との⽐較〈 〉は前年同⽉⽐
4 ⽉に岩村町の⼈⼝の総数が 5,000 ⼈を下回りました。
ここ１年では 107 ⼈も⼈⼝が減っています。
（対前年同⽉）
10 年で 1,000 ⼈減少するペースです。
このまま⼈⼝減少が進んでしまうと・・・。

