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「半分、⻘い。」半年間にわたる放送終了

皆様にはお世話になりました

ありがとう！
「半分、青い。」

平成 30 年 9 ⽉ 29 ⽇（⼟）、半年にわたって放送されました NHK 連続テレビ⼩説「半分、⻘い。」の放送が
終了しました。何となくもの悲しさすら感じますね。
昨年 11 ⽉と本年 6 ⽉に⾏われたロケの際には、通⾏⽌め等で、そして現在まで、放送の影響で前年をはるか
に超えるお客様が岩村本通りを訪れ、御迷惑をおかけしております。この間、皆様のご理解とご協⼒、ありが
とうございました。
課題はたくさんありますが、「半分、⻘い。」をきっかけとして来年以降も町並みの賑わいが続くよう、知恵
を出して取り組みを進める必要があります。改めて、皆様のご理解とご協⼒をお願いします。
ありがとう「半分、⻘い。」
佐藤⼀斎 今⽉のひとこと（10 ⽉）
⼀斎先⽣が⾔われました
『博聞(はくぶん)強記(きょうき)は聡明(そうめい)の横(おう)なり。精義(せいぎ)
⼊神(にゅうしん)は聡明(そうめい)の竪(じゅ)なり。』（⾔志録）
広く物事を学び、多くの知識を記憶していることは⼈が聡明になる横⽷であり、深く道
理を掘り下げ正しい⽣き⽅を⾝につけていくことは⼈が聡明になる縦⽷である。
⼈は何のために学ぶのか。それは⾃分を成⻑させて社会に役⽴つ⼈間となるためである。
ＮＰＯ法⼈いわむら⼀斎塾
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恵那市総合防災訓練

〜 地域の防災を考える〜

9 ⽉ 1 ⽇（⽇）恵那市総合防災訓練が⾏われ、町全体で約 2,000 ⼈の参加がありました。
⾃治会独⾃で、消⽕栓からの放⽔訓練や災害を想定した図上訓練などが⾏われ、⻄町庚申堂前では、少年消防隊・
地元中学⽣・⼥性消防隊が⼀⻫放⽔の訓練を⾏いました。また、ふるさと富⽥会館では、⽇⾚奉仕団・⼥性防⽕クラ
ブの炊き出し訓練に加え、災害派遣の際に使⽤される⾃衛隊⾞輌の展⽰などがありました。訓練は⼩学校・中学校で
も⾏われ、地域の防災を考える良い機会となりました。町内各地の訓練の様⼦を下記の写真でご覧ください。

危険箇所を地図に落とす図上訓練：⼀区

家具転倒防⽌作業：⾃主防災隊

消防署の指導による少年消防隊の放⽔訓練

⾃治会の消⽕栓からの放⽔訓練：消防団

⾮常⾷の調理の準備：岩⾢中学校２年⽣

ハイゼックス炊飯袋による⾮常⾷の調理

災害派遣時に使⽤の⾞輌の展⽰：⾃衛隊

⾃衛隊の⾮常⾷等の展⽰コーナー

お知らせ：10/２7 第 22 回「⾔志祭」

佐藤⼀斎⽣誕２４６年記念
第２２回⾔志祭〜佐藤⼀斎まつり〜
・期 ⽇ 平成 30 年 10 ⽉ 27 ⽇（⼟）
◇顕彰祭
・時 間 午前１０時〜午前１１時
・会 場 佐藤⼀斎銅像前
（⾬天のときは岩村コミュニティセンター）
・次 第
（１）献花 （２）顕彰のことば
（３）⼀斎翁を称える（４）合唱、舞踊
（５）岩⾢⼩学校６年⽣の「⾔志四録」群読 他
◇記念講演会
・時 間 午後１時３０分〜午後３時
・会 場 岩村コミュニティセンター⼤ホール
・演 題 ⻄郷どんが愛した佐藤⼀斎「⾔志四録」
〜天を相⼿にして、⼰を尽くして⼈を咎めず〜
・講 師 窪⽥ 哲夫⽒
（恵那市佐藤⼀斎⾔志四録普及特命⼤使）
・聴講料 無料
◇協賛特別展
・期 間 平成 30 年 10 ⽉ 16 ⽇（⽕）〜
11 ⽉ 18 ⽇（⽇）
・会 場 岩村歴史資料館（休館⽇：⽉曜⽇）
・展⽰品 佐藤⼀斎と⻄郷隆盛を中⼼として
佐藤⼀斎を知る良い機会です。皆様のご来場をお待ちし
ています。
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お礼：電⾞道まつりを開催しました

去る９⽉１⽇(⼟)、⾬も⼼配されましたが奇跡的に⾬も
降らず無事にまつりを開催することができました。電⾞道
をミニ SL が⾛り⼦どもたちも⼤喜びでした。

⼩坂市⻑様、⽔野県議会
議員様、遠⼭・堀井両市議
会議員様、鷹⾒岩村振興事
務所⻑様には開会⾏事、交
通安全祈願神事にご臨席
賜りました。また町内外か
ら⼤勢の⽅にお越しいた
だき誠に有難うございま
した。御厚志を賜りました皆様の御名前につきまして
は、後⽇新聞広告にて紹介させていただきます。
飯⽻電⾞道発展会

「いわむら城下おかげまつり」＆「ふくろうまつり」同時開催

4 ⽉から⼤変な「半分、⻘い。」に沸いた岩村町。その余
韻を残しつつ、11 ⽉ 4 ⽇（⽇）岩村本通りにて、

「第７回 いわむら城下おかげまつり」
「第８回 ふくろうまつり」
を開催します。
いわむら城下おかげまつりは、平成 23 年に 28 回続
いた「岩村町産業祭」から「いわむら城下おかげまつり」
に名称を変更し、平成 24 年は、その舞台を岩村コミュ
ニティセンター駐⾞場から城下町（岩村本通り）に移す
など、⼤きくリニューアルし、今年で７回⽬の秋の⼤賑
わい市です。
今年も、多治⾒市の森の汽⾞倶楽部がミニ SL の乗⾞
体験や⼦ども達が楽しめる「⼦ども横丁」、今をときめく
五平餅など、美味しい⾷べ物が販売される「にぎわい横
丁」
「まんぷく横丁」、炭⽕でしいたけやあげなどを七輪
で焼いてそのまま⾷べられる「七輪横丁」、軽トラ市・フ
リーマーケットなど、盛りだくさんのイベントで、⼀⽇
楽しめます。
ドラマ「半分、⻘い。」前編の昭和レトロな町並みのロケ
地にとなった本通り⻄町商店街で開催される、おなじみの
「ふくろうまつり」も同時開催されます。
是⾮、ご来場ください

三宅

恵那市観光協会岩村⽀部からのお知らせ

岩村城跡が⽇本の城・第 10 位にランクイン!!
〜世界最⼤の旅⾏サイト「トリップアドバイザー」の
「旅好きが選ぶ！ ⽇本の城ランキング」〜
世界最⼤の旅⾏サイトを運営する「トリップアドバイザー」の⽇本法⼈が発表した「旅⾏好きが選ぶ！⽇本の
城ランキング 2018」で、国宝や名だたる名城を抑えて、岩村城が第 10 位にランクインしました。
昨年の 6 ⽉〜今年 5 ⽉の 1 年間に、同社の「⽇本の城」サイトへ投稿された⼝コミの評価や投稿数をもとに
集計され、天守だけでなく、⽯垣や城跡の規模、歴史など様々な観点から 20 カ所が選定されました。

第

１位

姫路城

（兵庫県姫路市）

第

２位

⼆条城

（京都府京都市）

第

３位

松⼭城

（愛媛県松⼭市）

第

４位

松本城

（⻑野県松本市）

第

５位

岡城址

（⼤分県⽵⽥市）

第

６位

中城城址（沖縄県北中城村）

第

７位

⽝⼭城

第

８位

備中松⼭城(岡⼭県⾼梁市）

第

９位

松江城

（愛知県⽝⼭市）
(島根県松江市）

第１０位 岩村城跡 岐⾩県恵那市
第１１位

今帰仁城（沖縄県今帰仁城村）

第１２位

⾼知城

第１３位

皇居東御苑(東京都千代⽥区）

第１４位

彦根城

第１５位

⼭中城址（静岡県三島市）

第１６位

名古屋城（愛知県名古屋市）

第１７位

名護屋城跡(佐賀県唐津市）

第１８位

武⽥城跡

(兵庫県朝来市）

第１９位

勝連城跡

(沖縄県うるま市）

第２０位

郡上⼋幡城(岐⾩県郡上市）

（⾼知県⾼知市）
（滋賀県彦根市）

(⼀社)恵那市観光協会岩村⽀部(岩村町観光協会) “えなてらす、いわむら。”
TEL/FAX 43-3231 (町並みふれあいの舘内)

実践⼥⼦学園だより

⾃校教育〜第 10 回

学⻑と⾏く、学祖故郷の旅〜を実施

実践⼥⼦⼤学・実践⼥⼦⼤学短期⼤学部では、⾃校
教育として新⼊⽣に対し、学園創⽴者・下⽥歌⼦に関
する講義を⾏っています。それに加えて、学祖および
学祖故郷への理解をさらに深化することを⽬的とし
て、2009 年から夏季セミナー「学⻑と⾏く、学祖故郷
の旅」を実施しています。今年度は 9 ⽉ 12 ⽇（⽔）
〜9 ⽉ 14 ⽇（⾦）の⽇程で⾏われ、学⽣ 18 名と、城
島学⻑をはじめとした教職員 17 名の総勢 35 名が学祖
⽣誕の地・岩村町を訪れました。
まず、下⽥家・平尾家の墓参を⾏い、学⽣・教職員
全員で下⽥先⽣にご挨拶しました。2 泊 3 ⽇の⾏程の
中では、岩村城址や岩村歴史資料館、展望台から⼣暮
れ時の美しい景⾊を⼀望しました。
また、観光ボランティアの皆さんとの散策ツアーを通
じて、町内にある伝統的な建物を⾒学し、街中で実践
⼥⼦学園の看板を発⾒するなど、学祖の故郷について
の理解を深めることができました。学祖⽣誕の地に⾜
を運び、⽣前の学祖の⾜跡を感じた経験は、学⽣・教
職員にとって、有意義な 3 ⽇間となったと感じており
ます。
2019 年 5 ⽉に迎える「学園創⽴ 120 周年式典」は、
岩村町で開催いたします。ぜひ皆さまと下⽥先⽣の志
を改めて感じ、ともにお祝いしたいと考えております。

恵那南⾼校の取り組み紹介
６次産業教育

収穫作業

県⽴恵那南⾼等学校では魅⼒ある教育活動の⼀つ
として、恵那市の特産物である「栗」を素材とした６
次産業教育を⾏っています。
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 12
⽇に１年⽣、13 ⽇に２年⽣が「収穫作業」を⾏いま
した。

（選果の様⼦）
初⽇はあいにくの⾬でしたが、両⽇で健全果約６0Kg 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。
今後、１・2 年⽣が加⼯作業を⾏い、3 年⽣が「栗の⽢露煮」
「栗かの⼦」等を販売予定しています。
明智かえで祭り等で、販売します。

いわっこ元気だより！
強⼒⼀致！！

今⽉は

岩⾢⼩学校

仲間と共に創り上げた運動会！

９⽉ 15 ⽇（⼟）に予定されていた岩⾢⼩学校の
運動会は天候不順のため、17 ⽇（⽉）に延期となり
ました。当⽇は⻘空が広がり、絶好の運動会⽇和と
なりました。スローガン「強⼒⼀致！！ 〜⾒せろ
団結 強き根性 全ての⼒を出し切るぞ！〜」のも
と、⾬天で⼗分な練習時間が確保できない中、どの
種⽬にも全⼒で取り組むことができました。
中でも、各学年部の演技は参観者からも⼤きな拍
⼿をいただきました。１・2 年⽣は「⼋⽊節」、３・
４年⽣は「ソーラン 2018」、５・６年⽣は「組⽴
体操」を披露しました。どの学年部も上の学年の児
童が、下の学年の児童を⽀え、教え合い仲間と共に
創り上げることで、当⽇は強い⼒が⼀つになった迫
真の演技となりました。

いわっこクラブ活動紹介
◯今年度前半の「いわっこクラブ」の活動

◎親⼦レクリエーション
◎⽥植え
◎プチ運動会
◎えのぐあそび
◎クラフト
保護者サポーターをはじめ、地域の皆様に⽀えていただ
き、豊かな放課後の活動ができました。
ありがとうございました。
これからも、よろしくお願いいたします。
＜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

「いわむら歴史再発⾒」は、今⽉お休みしますのでご了承ください

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 ⽉の予定をお知らせします
◯いっしょにいこまい会

10 ⽉ 26 ⽇（⾦） 10:30〜
健康講座 ⾳楽療法 会費 300 円
11 ⽉９⽇（⾦）10:00 出発（要予約）
秋の味覚買い物・⾷事ツアー 会費 1,000 円

みなさん、
福祉センターへ
お越しください！

◎ 健康トレーニング（⼀回 500 円）･･･予約不要
10 ⽉ 10 ⽇(⽔)

13:30〜15:00

10 ⽉ 24 ⽇(⽔)

13:30〜15:00

11 ⽉ 14 ⽇(⽔)

13:30〜15:00

◎ 毎週⽕曜⽇には、「親⼦遊びの場」の開設
10 ⽉ 16 ⽇(⽕)

リズム遊び・読み聞かせ

10 ⽉ 23 ⽇(⽕)

歌って・踊って遊ぼ

11 ⽉６⽇(⽕)

おやつ作り

健康トレーニング⾳楽コラボの様⼦

◎ 第 3 回ふれあいサロン交流会

１０⽉１９⽇（⾦）13：00〜
「劇団さむらい」がコミュニティセンターにやってきます。
⼊場料は無料です、是⾮ご来場ください。

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
９⽉ 11 ⽇（⽕）に、当校⾼等部
が「体育⼤会」を⾏いました。
今回の体育⼤会は当初、８⽇（⼟）
を予定していましたが、悪天候のた
め順延し、平⽇の開催となりまし
た。
今年度の体育⼤会では、
「絆〜みんなの⼼を⼀つに〜」
をスローガンに掲げ、⾼等部⽣徒全
員が⼀致団結して、様々な競技や種
⽬に取り組みました。
順延により予定された競技内容
を変更した体育⼤会となりました
が、学年種⽬や⾼等部⽣徒全体の演
技種⽬「ソーラン節」を全員で披露
しました。また⾚団・⽩団ともに応
援合戦に精⼀杯取り組みました。
⾼校⽣らしい⼒のこもった競技
や、⽣徒⼀⼈⼀⼈が⼒を合わせて
取り組んだ演技に、来賓や地域の
皆様、保護者の皆様から⼤きな声援をいただきました。応援ありがとうございました。平⽇のお忙しい中にも関
わらず、お越しくださりありがとうございました。

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION

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

◯岩村町⽂化振興会より
９⽉１６⽇（⽇）コミュニティセンター周辺の清掃作業を⾏ないました。
ご協⼒ありがとうございました。

◯乳幼児期の家庭教育いわむら学級
「絵本の世界 ブックトーク」
お家の中で過ごすことが多くなる冬を前に、本の選び⽅や本の楽しさ
を感じ、絵本を通して、お⼦さんに伝えたい本の魅⼒を知りましょう！

11 ⽉ 1 ⽇（⽊）

10：00〜12：00

絵本の世界 ブックトーク

○図書室の新刊 ご案内
◆半分、⻘い。
（上）
（下）
◆10 年後の仕事図鑑
－新たに始まる世界で君はどう⽣きるか－
◆ざんねんないきもの辞典
〜おもしろい！進化のふしぎ〜
〔正〕
〔続〕
〔続々〕計３冊
◆うんこ図鑑
－しらべる・くらべる・おぼえる－
チカラが⾝につく！
◆君たちはどう⽣きるか
◆漫画 君たちはどう⽣きるか
など、今回は全２６冊が加わりました

岩村コミュニティセンター使⽤予定
(10⽉)
10 ⽉４⽇（⽊）乳幼児期の家庭教育いわむら学級
〜秋さんぽ〜
10 ⽉６⽇（⼟）
・７⽇（⽇）
いわむら秋まつり
10 ⽉ 12 ⽇（⾦）無料法律相談
10 ⽉ 19 ⽇（⾦）サロン交流会
10 ⽉ 20 ⽇（⼟）ことぶき結婚相談所
10 ⽉ 25 ⽇（⽊）Ｄ－スマイルカフェ
10 ⽉ 27 ⽇（⼟）第２２回⾔志祭 佐藤⼀斎まつり

平成３０年９⽉ 1 ⽇現在の⼈⼝・世帯表
総数

4,941 ⼈

（▲4）

〈▲84〉

男性

2,391 ⼈

（+2）

〈▲38〉

⼥性

2,550 ⼈

（▲6）

〈▲46〉

世帯

1,869 世帯

（+3）

〈+16〉

（ ）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 84 ⼈も⼈⼝が減っています。
（対前年同⽉）
このままの推移で今後10 年で800 ⼈から1,000 ⼈減少し、
リニアが開通する頃（2027 年〜2028 年）には、
4,000 ⼈を下回ると予想されます。

