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広報いわむら

＊土曜授業
＊まちなかこども作品展開催！
＊１１月１６日資源回収
＊恵那市国体応援団募集！

ホットいわむらだより

第 23 回『⾔志祭』が⾏われました。
岩村の偉⼈佐藤⼀斎先⽣の⽣誕 247 年を記念して第 23 回⾔志祭が⾏われました。
昨⽇の⾬もあがり３年ぶりの歴史資料館での開催となりました。
献花・顕彰の⾔葉の後に岩⾢⼩学校 6 年⽣児童による「群読」が⾏われ、佐藤⼀斎先⽣の⾔志
四録を全員で元気よく群読しました。驚いたのが、⽇本語の群読の後に英語での群読もあり参加
者も感⼼していました。呼びかけでは将来の夢やどういう⼤⼈になりたいか⼀斎先⽣の⾔志四録
を引⽤し語る姿はまさに「少にして学べば則ち壮にして為すこと有り 壮にして学べば則ち⽼い
て衰えず、 ⽼いて学べば則ち死して朽ちず」
⾔志四録は、⼀斎先⽣が亡くなっても朽ちず今の⼦供達に受け継がれています。
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「⼀部の歴史は、皆形迹を伝うれども、⽽も情実 は或いは伝わらず。史を読む者は、
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須 らく形迹に就きて以て情実 を討ね出すを要すべし。」（⾔志録）
あとかた

（⼀部の歴史が伝えるものは、すべて外にあらわれた跡形だけで、その中に隠された本当の意味
けいせき
は伝わっていない。歴史の本を読む者は、外にあらわれた形跡から、隠されている真相を⾒つけ
出すことが⼤切である。）
歴史書の字⾯だけで歴史を鵜呑みしてはいけない。歴史は⼈間がつくるもの。
⽇頃、私たちが⽬や⽿にするのは「勝者」の歴史。逆に「敗者」の⽴場から⾒
ると真実が⾒えてくるものもある。
ＮＰＯ法⼈いわむら⼀斎塾

10 ⽉ 26 ⽇（⼟）岩⾢⼩学校児童 210 名が いわむら五っこ で体験授業
いわむら五っこ HP http://iwamura55.com/
3 年⽣

2 年⽣

1 年⽣

からすみ作り

絵⼿紙作り

4・５年⽣

4・５年⽣

レザークラフト作り

紙のステンドグラス作り
4・５年⽣

4・５年⽣

プラ板でストラップ作り
4・５年⽣

モザイクタイル作り

ストリングアート作り
4・５年⽣

⽊でストラップ作り

藍染で⼿ぬぐい作り

まちなか⼦ども作品展開催中︕
11⽉2⽇（⼟）から11⽉15⽇（⾦）まで、岩村本通りの勝川
哲男様宅と勝川家（いずれも本町五丁⽬）にて「まちなか⼦ど
も作品展」が開催されています。
岩村こども園・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型紙などの作品が展⽰されており、
普段は学校内に展⽰をさていますが、学校を⾶び出してまちな
かで展⽰される貴重な機会です。
⼦ども達の⼒作揃いの作品を、是⾮この機会にご覧下さい。
主 催︓城下町ホットいわむら
事務局︓岩村振興事務所 電話 43-2111

4・５年⽣

⽯けんデコパージュ作り
4・５年⽣

巻き巻きポーチ作り

11/10 ⼥性 RALLY L1 RALLY in 恵那
今回で 3 回⽬となります「L１ RALLY 」が今年も開
催されます。
会場は、恵那市役所をスタート・フィニッシュとする
約 150km。SS 区間（スペシャルステージ︓出場⾞が
猛スピードでタイムを競う区間）は、①根の上⾼原
（4.02 ㎞）と②明智町東⽅地区（3.85 ㎞）に設けられ
ます。
岩村町では、午前中に本町通りで 10 時頃クラッシッ
クカーのパレードが⾏われその後、1 時頃ラリーカーが
岩村本通りを⾛り抜けます。
（スピードは出ていません
のでご安⼼ください。）
また、ラリー最⾼峰の世界ラリー選⼿権（ＷＲＣ）の
⽇本⼤会開催を⾒据えたテスト⼤会、セントラルラリ
ー（同⽉７〜１０⽇、愛知県）が同時開催され明智町も
そのコースに⼊っており、ますます盛り上がりを⾒せ
ているモータースポーツをぜひ間近で⾒学されてはい
かがですか︖
◯主催︓モンテカルロオートスポーツクラブ（MASC）
◯共催︓コルトモータースポーツクラブ岐⾩（CMSC 岐
◯共催︓⾩）
、ラックスポーツ（LUCK SPORT）、Love
◯共催︓drive
◯主管︓⼀般社団法⼈ WOMEN IN MOTORSPORT
◯後援︓岐⾩県恵那市、FIA/JAF WOMEN IN
◯後援︓MOTORSPORT、⾃由⺠主党モータースポーツ
推進議員連盟、JMRC 中部
詳しい情報は、公式 HP:http://www.ena-rally.com/ をご覧下さい︕

全国⼭城サミット開催︕
令和元年11⽉9⽇（⼟）・１０⽇（⽇）可児市⽂
化創造センターにて第26回全国⼭城サミットが⾏
われます。おしろ横町では全国から名城・珍城、
約50城がブース出展し、もちろん岩村城も出展し
ます。
お城好きにはたまらないイベントとなっており
ますので、⾜を運んでみてはいかがですか︖

詳しくは下記QRコードまたは『⼭
城サミット』で検索

エルワンラリー で検索

飯⽻間の⽶や野菜

10 ⽉ 19 ⽇に実りの飯峡フェスタを⾏ったところ⾬
にもかかわらず、多数のお客様に⾜を運んでいただき
ありがとうございました。
また、協賛・後援の⽅々にも多⼤なるご協⼒を賜り
ありがとうございました。
ステージでは 10 代の若者の歌から 80 代のマジック
披露、和室では⼤⼈からこどもまで楽しめる将棋など
バラエティに富んだ会場で盛り上がりました。
このお祭りは収穫を祝うお祭りでもありますが、電
⾞道など飯⽻間の歴史を知っていただく機会でもあり
ました。今後も飯⽻間を盛り上げていきたいと思って
おりますのでご協⼒をお願いします。
を使った料理が無

10 ⽉５・６⽇に、いわむら秋まつり渡御⾏列が⾏わ
れました。天候に恵まれ両⽇とも渡御⾏列が⾏われ
たのは 3 年ぶりのこととなり多くの観光客・カメラ
マンで賑わいました。毎年楽しみにされている観光
客の⽅や脚⽴持参で撮影してされるカメラマンもみ
えました。5 ⽇の夜に本通りでは獅⼦舞演舞が 4 公
演⾏われ、特に枡形では葛の葉姫の⼦別れ（障⼦に
字を書く演舞）は約 100 名の観客の前で⾒事に演舞
し観客を魅了しました。

料で振る舞われま

実りの飯峡フェスタ（お礼）

した︒←

いわむら秋祭りが⾏われました

→ 飯⽻間の発展

を祈念して市⻑

に餅をついてい

ただきました︒

（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
◆⽇時
⽉
⽇（⼟）
時
分〜
○⼀升ビン・ビールビンに限ります。
※⾬天で中⽌場合
○⼀升ビンは栓をつけてください。（⼝が割れないよ
(１)⾳声告知放送にて、午前7時頃にご連絡します。 うに）
○汚れたビンは洗ってください。
(２)翌⽇11⽉17⽇（⽇）午前８時より⾏います。
○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。☆アルミ⽸
◆集荷⽅法
○ふた付きのアルミ⽸のふたは回収できません。
児童・⽣徒とPTA会員が回収しますので、集荷しや ○各家庭でつぶしてくださるとありがたいです。
すい場所に出しておいてください。雑誌はバラバラ
○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。
にならないようにして下さい。
○スチール⽸、その他スチール製の物品は回収しませ
◆集荷内容
ん。
☆紙類（新聞紙、雑誌、ダンボール、厚紙、⽜乳パ
【注意】
ック）
①次のものは回収できません。
○新聞と広告は、別々でも⼀緒でも結構です。
油・酢のビン、スチール⽸、布団、座布団、カーペッ
○新聞・雑誌は、運びやすいように厚さが１５cm〜
２０cmくらいで⼗字にしっかりしばってください。 ト、
汚れのひどいもの。
○⽜乳パックは洗って切り開いてください。
②「環境に優しい資源回収」を⽬指して、ビニールひも
→（注）酒・⾖乳パックは回収できません。
ではなく、紙ひもを使うことを奨励しています。紙ひも
☆布類
でなくても回収しますが、ご協⼒をお願いします。
○経費削減のため、ビニール袋は配布しません。
岩⾢⼩学校 PTA会⻑ 鈴⽊泰仁／校⻑ 吉村良
○透明か半透明の袋に⼊れてください。
岩⾢中学校 PTA 会⻑ 市川智康／校⻑ 相原正⽂
○段ボール箱に⼊れないでください。

岩⾢⼩・中 PTA 合同資源回収のお知らせ

11 16

８ 00

戦国宝探し in 東美濃の山城 2019
～明智光秀の秘宝を探せ！～
宝箱を発見すると抽選でニンテンドースイッチや各市の特産品が当た
る。各市クリア賞は、先着 1000 名様に特製山城バッジをプレゼント!!
恵那市、中津川市、可児市のうち挑戦するエリアを選んで、それぞれ隠
されている謎を解いて３つの手がかりを集め、宝物を見つけて合言葉を手
に入れ発見を報告して商品の抽選に応募しよう!!
抽選応募用紙は、観光協会岩村
支部（ふれあいの舘）でゲット!!
開催期間

１２月２５日（水）まで

開催場所

恵那市

発見報告所

中津川市

参加無料

可児市

町並みふれあいの舘（観光協会岩村支部））

※発見報告は一人１回です（本人持参）。
“えなてらす、いわむら。”（恵那市観光協会岩村支部）では、来年の大河ドラマ「麒麟がく

る」にちなみ、明智光秀グッズを取りそろえて販売しています。ぜひお買い求めください。
(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)

いわむら歴史再発⾒ vol.60

〜杉並木だった？藤坂〜

岩村城の⼤⼿登城坂は、かつては藤の⼤⽊があったことから、「藤坂」と呼ばれています。この⽊は、加藤景
廉の室重の井が、嫁いできたときに持参した藤の種を蒔いて育てたものと伝えられています。残念ながら、丹⽻
⽒が藩主のときに伐採されてしまいました。
道は、藩主邸の上から初⾨まで⼀直線に延びています。現在は⽯畳になっていますが、これは30年ほど前に敷
かれたもので、それ以前は未舗装でした。⼤⾬が降ると路⾯が流れてしまうので、役場の職員が総出で直してい
たそうです。江⼾時代も同じで、⾬が降る度に道直しをして維持していたのでしょう。岩村城は、絶え間ないメ
ンテナンスを続けることで維持され、現代に伝えられているのです。
さて、藤坂は⼀⾒すると⽯畳の部分だけが道路だと思われがちですが、よく⾒ると道の両側に並⾏して⾼さ50
センチくらいの⼟⼿（⼟塁）があります。この⼆つの⼟⼿の間が江⼾時代の道で、幅６〜７メートルと⽯畳の幅
の倍以上ある広い道路だったことが分かります。さらによく⾒ると、⼟⼿の上には朽ちた杉の切り株が⼀定の間
隔で並んでいます。この上の初⾨から⼀の⾨の
間には⼭側に⼤きな切り株が⼀列に並んでお
り、並⽊道であったことが知られていますが、
麓から初⾨までの間も並⽊道であった可能性が
あります。伐採された藤の⽊の代わりでしょう
か。
「お城なのになぜ登りやすそうなまっすぐな
道があるの」と疑問に思われる⽅もあるかもし
れませんが、このように⼭の途中まで幅広い道
を設ける例は、安⼟城や⼩牧⼭城にも⾒ること
ができます。⼤名の居城は、戦いの場だけでは
なく、威信を⽰す場でした。城に向かってまっ
すぐに続く、神社の参道のような広い並⽊道は、
殿様の権威を⽰すものでもあったのでしょう。
（三宅唯美・市職員）

いわっこ元気だより！

今⽉は

岩⾢⼩学校

１０⽉９⽇（⽔）に岩⾢⼩学校では、授業参観と親⼦芸術鑑賞を⾏いました。
今年度は、劇団「そらのゆめ」の⽅をお招きし、『宮澤賢治のたからばこ』という劇を観ました。「注
⽂の多い料理店」「どんぐりと⼭猫」「銀河鉄道の夜」「ねこの事務所」など宮澤賢治さんがつくった
お話が次々と舞台の上で展開し、⼦ども達はその世界にどんどん引き込まれて⾏きました。⼀緒にかけ
声をかけたり、劇の途中や最後には、⼦ども達や保護者の⽅が出演・体験するコーナーもあったりして、
会場にいる⼈達みんなで劇を創り上げることができました。
劇を⾒終わった後には、早速図書館に宮澤賢治さんの本を借
りに⾏く⼦も多く、⼦ども達が⼤変興味をもったことが分かり
ました。１００⼈ほどの保護者の⽅が参加してくださったので、
きっとこの⽇のご家庭での話題になって、盛り上がったことと
思います。
☆子供達の感想を紹介します☆
・観ているだけなのに宮澤賢治の世界に⼊ったような感じがして
ドキドキしたりワクワクしたりして、もっと宮澤賢治について
知りたいと思いました。
・気持ちを表現するのに⾳や光で表していたのすごいと思いまし
た。僕は声が⼩さいので、教えてもらったようにお腹から声を
出して、もう少し声を⼤きくして発⾔しようと思いました。
・いじめられっこが最後にはいじめっこと仲良くなって本当によ
かったです。⾃分もいろんな⼈に声をかけて、相⼿のいいとこ
ろをたくさん⾒つけて仲良くできるように頑張りたいです。

いわっこクラブ活動紹介

いわっこクラブの⼦どもたちは、11 ⽉ 3 ⽇のおかげまつりで、こども横丁でポン菓⼦販売のお⼿伝い。ポン
菓⼦は、⼦どもたちが収穫したお⽶で作ります。
いつもは遊びに⾏く地域のおまつりでお⼿伝いをする経験。「いらっしゃいませ〜」と⼤きな声で頑張りますの
で、⼦どもたちに声をかけていただけたら嬉しいです。
10 ⽉ 7 ⽇には、おかげまつりに向けて、看板づくりとおつりの計算を練習しました。低学年が多いいわっこ
クラブですが、3〜5 年⽣がリードしてくれます。当
⽇も、少しお待たせするかもしれませんが、どうぞよ
ろしくお願いいたします。

○いわっこクラブからのお願い。

12/23(⽉)、1/20(⽉)、2/17(⽉)の 15:10〜17:00 まで、岩⾢⼩
学校での活動があります。その時に、⼦どもたちの安全を⾒守って
いただける⽅を探しています。今年度はあと 3 回の活動ですが、ご
協⼒いただけるようであれば、放課後⼦ども教室携帯までご連絡お
願いいたします。
＜お問い合わせ＞

教育委員会⽣涯学習課

岩⾢中学校マラソン⼤会︕

電話

26-2111(内線 477)

⼦ども教室専⽤

11 ⽉ 9 ⽇（⼟）に岩⾢中学校マラソン⼤会を計画しております。
みなさま沿道での応援よろしくお願いします。
⽇にち 令和元年１１⽉９⽇（⼟）
時 間 ⼥⼦スタート ９時１５分
男⼦スタート ９時４５分
経 路 岩⾢中学校→⼩学校知新⾨→本通り→⼤将陣前→ロータリー

090-4400-0771

恵那市国体応援団募集︕

恵那市社会福祉協議会岩村⽀部です。

令和 3 年度に⾏われる第 76 回国⺠体育⼤会冬季⼤
岩村福祉センターの１１⽉の予定をお知らせします。
会スケート競技会（国体）が、恵那市で開催されます。
2012 年にも⾏われましたがその成功の裏にはたくさ ◎美容・健康トレーニング
予約不要（⼀回５００円）
んのボランティア（応援隊）の⽀えがありました。今
１１⽉１3 ⽇(⽔) １３︓３０〜１５︓００
回も⼤会成功に向けて⼀緒に盛り上げてくれる⼈・団
１１⽉２7 ⽇(⽔) １３︓３０〜１５︓００
体を募集しています。感動を再び︕熱い想いをお待ち
しています。
１２⽉１1 ⽇(⽔) １３︓３０〜１５︓００

こんな応援待っています︕
① ＳＮＳで応援

（フェイスブックやインスタグラムで「いいね」や「フォロー」）

② ⼤会運営ボランティアで応援

（競技会場の受付や案内、式典補助や交通整理まで）

③ 準備スタッフボランティアで応援
（⼤会開催までの事業運営に関する企画・⽴案など）

④ おもてなしボランティアで応援

（県別選⼿団等の⾏動案内や休憩所等でのおもてなし）

⑤ イベントＰＲボランティアで応援

（イベント広報、グッズ配布等、広報啓発に関すること）

募集期間 令和 3 年 1 ⽉ 31 ⽇まで
募集要項 ⼤会の成功に向けて積極的かつ意欲的に取り組
んでくれる個⼈または団体。ただし応募時点で
18 歳未満の⽅は保護者の同意が必要です。
応募⽅法 ⼊隊申込書にご記⼊の上恵那市実⾏委員会、岩村
振興事務所またはＦＡＸ、メールにてお申し込
みください
宛
先 509-7492 恵那市⻑島町正家 1-1-1 スポーツ課
Ｆ Ａ Ｘ 0573-26-2189
メ ー ル sports@city.ena.lg.jp

◎毎週⽕曜⽇には、「親⼦遊びの場」の開設
１１⽉ 12 ⽇(⽕)

親⼦遊びとさつま芋のおやつ作り。

１１⽉１9 ⽇(⽕) お芋ほりごっこを楽しもう。
１２⽉ 3 ⽇(⽕)

親⼦遊びとフルーツサンド作り

◎いっしょにいこまい会
１１⽉ 15 ⽇(⾦） 遠⾜
１０︓３０

岩村福祉センター発

今回は中津川市苗⽊の
「くりくりの⾥」へ⾏きます。
要予約（参加費１,５００円）
※岩村町にお住まいのおおむね６５歳以上の⽅なら
どなたでも参加できます。

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。
⼩学部５年⽣が、１０⽉３⽇（⽊）〜１０⽉４⽇（⾦）に、岩村町の「茅
の宿 とみだ」にて、宿泊学習をしました。⽇中は東濃牧場へ出かけて、
アイスクリーム作り体験をしたり、ヤギと触れ合ったりしました。宿の近
くのパン屋さんでの買い物学習や散歩、宿での五平餅作りなど、地域の⽅
に⾒守っていただきながら、貴重な体験をすることができました。地域の
皆様、ご協⼒ありがとうございました。
中学部３年⽣は、９⽉１８⽇（⽔）〜２０⽇（⾦）
東京⽅⾯に修学旅⾏へ⾏きました。
新幹線に乗って東京へ出かけ、お台場、ディズ
ニーランド、東京スカイツリーでの研修を⾏いま
した。移動中のバスの⾞窓から浅草寺やオリンピ
ック会場も⾒学することができ、友達と楽しい思
い出をたくさん作って元気に帰ってきました。

恵那特別⽀援学校『学校祭』のお誘い
11 ⽉８⽇（⾦）、９⽇（⼟）に当校の学校祭『知新祭』を⾏います。体育館での各学年・学級のス
テージ発表や作品展⽰に加え、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。みな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

乳幼児期の家庭教育「いわむら学級」おしらせ
【当⽇参加ＯＫ】

⽇ 時 12 ⽉ 5 ⽇（⽊） 10 時〜12 時
場 所 岩村コミュニティセンター⼤会議室
内 容 サンタクロースのパネルシアターで学
びながらカップケーキを作ってクリス
マスの楽しい思い出作りを⾏います。

※乳幼児学級の⽣徒が対象となります。

岩⾢中学校 職場体験学習を⾏いました。
職場体験学習は地域の産業や職業に対する関⼼を⾼め、地域の⼈々に学び地域の中で⽣活する意識を⾼
めるために⾏われます。その他市内２５の事業所にて職場体験学習を⾏っています。岩村コミュニティセ
ンターでは、10 ⽉ 21 ⽇（⽉）に⾏われ 4 名の⽣徒さんに体験していただき熱⼼に取り組まれていまし
た。

岩村コミュニティセンター使⽤予定
(11⽉)
11⽉ 8⽇（⾦） 無料法律相談
11⽉16⽇（⼟） ことぶき結婚相談所
11⽉27⽇（⽔） Ｄ―スマイルカフェ

令和元年 10 ⽉ 1 ⽇現在の⼈⼝・世帯表
今⽉

先⽉

昨年同⽉

総数

4,912 ⼈

（+7）

〈▲33〉

男性

2,377 ⼈

（+1）

〈▲9〉

⼥性

2,535 ⼈

（+6）

〈▲17〉

世帯

1,904 世帯

（+4）

〈+30〉

（ ）内は前⽉との⽐較〈 〉は前年同⽉⽐
なんと今⽉は７⼈の⼈⼝増でした︕すごい︕
１ヶ⽉の増減で⼀喜⼀憂してはいけませんが⼈⼝が増え
るということは嬉しいことですね。＼(^O^)／
この調⼦で

「消滅しないぞ︕岩村」

