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うること勿
なか

れ。只
た
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め。」（言志晩録 13） 
 
（まっ暗な夜道を一つの提灯をさげて行く。この一つの明りさえあれば溝に落ちることもないし、 

なにかに躓くこともない。ただ、この明りを信じてまっすぐに進んで行けばよい。） 
 

新型コロナウイルスがすごい勢いで世界を席巻している。人類の危機である。 
各国の指導者や医療関係者はあらゆる手を尽くして収束・終結に向けて必死に努力して
いる。「三つの密」。「不要な外出の自粛」。難しいことではない。緊急事態宣言発令のも
とでありながら、「自分は大丈夫、関係ない」を捨てて、「一燈を提げて」皆で終結に向
け我慢と努力をしましょう。 

【ＮＰＯ法人いわむら一斎塾】   
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ほっと・ホット・もっと 

ホットいわむらだより 

 
＊いわむら城下町のひなまつり ご協力のお礼 
＊岩邑小･中学校･特別支援学校 新年度スタート 

＊空き家掘り起し奨励金が創設されました 

佐藤一斎 今月のひとこと（5 月） 

 

一斎先生が言われました 

 

浄光寺(本町 4丁目)→ 

新型コロナウイルス感染予防のため

外出を控えいている中… 

桜が見事に開花しました！ 

 いわむら河川公園(一色) ↓ 稲荷大明神(殿町) 



今年は例年よりも1〜2週間早く桜が咲き、暖かい⽇々を迎えております。
第18回を迎えた「いわむら城下町のひなまつり」が3⽉1⽇から4⽉3⽇

まで開催されました。町並みとその周辺の商店・⺠家・町家 約110ヶ所に
約3,500体のひな⼈形が飾られ、訪れた多くの⽅々を楽しませてくれました。
これもひとえに、町⺠の皆様のご理解とご協⼒を頂いたおかげです。深く
感謝申し上げます。
2⽉中旬頃から、各ご家庭や店舗の皆様による「ひな飾り」が本通りで

始まり、恵那市恵南商⼯会岩村⽀部⼥性部の皆様によって各施設の「ひな
飾り」を⾏って頂きました。また各地区で「もち花」を製作し飾りつけを
して頂き、ひな飾りに「華」を添えて頂きました。皆様のご協⼒により
「いわむら城下町のひなまつり」は、地域最⼤級のひなまつりとして広く
認識され続けております。様々な形でご協⼒頂いた多くの町⺠の皆様に深く
感謝を申し上げます。
今回のサブテーマのひとつが『⾦⿂』でした。町家「勝川家」にはお雛様と⼀緒に⾦⿂を展⽰し「ひなまつ

りと⾦⿂」にまつわる説明⽂を掲げ、訪れた⽅の⽬を楽しませてくれました。岩村のひなまつり展⽰のもう⼀
つのメインになってくれたらと思っております。展⽰して頂いた『岩⾢錦の会』の皆様に感謝申し上げます。
今年のひなまつりイベントは、新型コロナウィルスの感染拡⼤防⽌のため、ほぼ中⽌とさせて頂きました。

オープニングイベントは皆様が楽しみにされていた『中村雅俊さんのトークショー』を含め直前で中⽌。その
他のイベントも追加処置で中⽌としました。2⽉末に岩⾢⼩学校の児童の描いた絵が揃っていたため、『宵の
ひなまつり』だけは規模を縮⼩し開催させて頂きました。⽣憎の⾬で旧振興事務所での開催でしたが、窓全開
・通路2ｍ確保・消毒⽤アルコール準備など感染拡⼤防⽌対策を⼗分に考慮して開催しました。⾃分の描いた
絵を両親・祖⽗⺟・友達と無邪気に探す⼦供たちの笑顔が忘れられません。ご来場頂きましたお客様に改めて
感謝申し上げます。
今回のもう⼀つのサブテーマ『ボランティア』。前出の地域の皆様による「ひな飾り」や「もち花作り」、

園児・児童による「ねんどびな作り」、スタッフによる各イベント準備・開催など多くの⽅にボランティアと
して参加頂き「ひなまつり」を⽀えて頂きました。例年とは別に今回は、中⾼⽣にもイベントへの企画・運営
を含む参加をお願いしておりました。昨年9⽉から『岩⾢中学校 岩村城下町盛り上げ隊』の皆さんが企画した
『おひなさま脱⾛中』。恵那南⾼等学校 総合学科の皆さんが企画した『ひいな遊び』。イベントが実現できず
⾮常に残念に思います。早いタイミングで⽣徒の考えた企画を実現させてあげることが今の私どもの課題です。
改めまして、ご理解・ご協⼒を頂きました町⺠の皆様、ご来場頂きましたお客様、そしてボランティアとし

て携わって頂いた皆様に感謝を申し上げます。誠にありがとうございました。
来年は新型コロナウィルスの影響もなく、きっと素晴らしい「いわむら城下町のひなまつり」が開催される

ことと思います。皆様からのご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
2020いわむら城下町のひなまつり賑わい構想委員会 委員⻑ ⽻柴賀透

『2020いわむら城下町のひなまつり』のお礼

2020いわむら城下町のひなまつりミニ写真館

児童の描いた絵を使ったひなとうろう おひなさまと⾦⿂を同時展⽰やわらかな灯りの⽵とうろう

協賛⾦お礼
ひなまつりイベント中止により、ひなまつりチラシの配布を急遽止めることになり、チラシに掲載してい
た協賛金募集を広くお願いすることができませんでした。
このような状況の中、協賛金のご協力をいただきましたのでご報告いたします。

(有)松浦軒本店 様 ﾒｶﾞﾈ･時計･補聴器の藤井/民宿藤時屋 様 おそうざい かぶと 様
また、町内７か所の竹筒募金箱へも28,853円の募金をいただきました。

皆様の温かいご支援に厚くお礼申し上げます。



 

 
  ご⼊学 おめでとうございます︕      
 
  

穏やかな⽇差しの中、岩⾢⼩学校には 35 名の新⼀年⽣         
が⼊学されました。 

 
今年度は限定された内容での⼊学式でしたが、それでも 

⼦どもたちの輝かしい姿には、気持ちが明るくなりますね。 
 

 

 
 

 
 ご寄附をいただきました  

町内の企業である《越前屋岐⾩⼯場株式
会社》代表取締役 横溝重吾様から、恵那
市へ晒(さらし)20 反の寄附をいただきま
した。 

この晒は、恵那市健幸推進課から市内の
障がい者施設等に依頼し、マスクを作成し
ていただきます。出来上がったマスクは、
⾼齢者施設や学校、こども園などに配布さ
れる予定です。 

マスクが不⾜している中、貴重な材料を
提供していただきました。 
ありがとうございました。 

 
下記のＱＲコードから恵那市ホーム 

ページ「マスクの作り⽅」をご覧い 
ただけます。 
参考にしてください。 



             

 ５月の三森山で見られるツツジの仲間   資料提供:岩村・山の会 

 
三森山では４月から９月の間に 16 種類のツツジ科の植物を観察する事ができます。 
中でも５月には、岩村町の花であるヤマツツジを含めて５種類が開花します。 

    

ヤマツツジ                ウスギヨウラク （ピンクとイエローの 2 種類） 

 
    チチブドウダン            スノキ            ウスノキ 

スノキ、ウスノキは、ダムから三森神社までの参道で、ヤマツツジは、神社から山頂への尾根で、チチ
ブドウダンは、合体木の手前（上矢作の風車が見える場所）で、二色のウスギヨウラクは、山頂周辺で
観察できます。探して観てください。 
 
  
  岩村振興事務所よりお知らせ  新型コロナウイルス感染防止のために・・・ 
 
 感染拡大防止のため、不要不急の外出を控えるととも
に、「三つの密」（密閉空間、密集場所、近距離での密接な
会話）を徹底的に避け、手洗いの徹底、咳エチケットなど、
感染予防に努めていただいていると思いますが、地域の
会合なども同様に「密」を避けるため、集会ではなく文書
を回覧するなどの対応をお願いいたします。 
また、正確な情報に基づいて冷静な行動をお願いします。 
 

岩村コミュニティセンター事務所内では、感染防止対
策として、換気、消毒液の設置、手指が触れる箇所の消毒
のほか、窓口カウンターにも間仕切りボードを設置して
います。 

 
見慣れない光景に戸惑われるかもしれませんが、ご理解いただきますようお願いいたします。  



     

岩村観光協会からのお知らせ 

〜離れた知⼈・友⼈・家族にＰＲ ✉ 岩村の観光パンフレットを無料で郵送します〜 

恵那市観光協会岩村⽀部では、岩村に関するたくさんの観光パンフレットをそろえています。現在は新型コロナウ
イルスで外出を控えている状態ですが、終息に⾄ったあとにはぜひ岩村を訪れていただくため、あるいは岩村をＰ
Ｒしていただくために、ご連絡いただければ観光パンフレットを郵送費無料で知⼈、友⼈、離れている家などにお
送りします。 
下記のパンフレットを取りそろえておりますので、ぜひご利⽤ください。 
 

〇いわむら観光パンフレット・まちなみ編…ジャバラ折り（英語版有り） 
〇いわむら観光パンフレット・お城編…ジャバラ折り 
〇岩村散策マップ…ジャバラ折り 
〇美濃國 岩⾢ 城下町略図…Ａ４ 
〇岩村城跡案内図…Ａ４ 
〇「岩村城⼥城主」（織⽥家）略系図…Ａ４ 
〇佐藤⼀斎(⾔志四録)碑⽂めぐり…ジャバラ折り 
〇三森⼭＆⽔晶⼭⼭歩きマップ…Ａ４ 
〇うんま︕恵那五平餅マップ…ジャバラ折り 
〇てくてく恵那を歩いていこう（簡易版も有り）…Ａ４折り 
〇ぐるぐる恵那周遊観光マップ 
〇東美濃の⼭城(岩村城・苗⽊城・⾦⼭城)…Ａ４(8 ⾴） 
その他 
東美濃散策マップ、恵那峡、明知鉄道、麒麟がくる関連パンフレットなど 

 
 

(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) 

岩村歴史再発⾒vol.65  ～ 城下町拡張の名残の地名「荒⽊町」～ 
 
 荒⽊（あらき）橋は、
本町五丁⽬と⽇の出町
を結ぶ下横丁の岩村川
に架かる橋です。橋の
名称は、このあたりの
地名が「荒⽊町」（あら
きまち）であることに
由来しています。３⽉
号「新藩主丹⽻⽒の城
下町改造」で、源吾坂・
下横丁は丹⽻⽒によっ
て城下町に取り込まれ
たと考えました。「荒⽊
町」はその傍証の⼀つ
となるものです。 

「あらき」を⽇本国
語⼤辞典で引くと「新
墾」として「新たに開墾すること。また、その⼟地」とあります。「あらきまち」という地名とは「新たに出来た町」
という意味があるようです。 
 次に写真をご覧ください。18世紀初めに描かれた「濃州岩村城并居屋敷家中屋敷町屋敷絵図」の⼀部です。真ん
中に描かれた⻘いラインが岩村川です。この絵図では、町⼈の住む町屋は四⾓く簡略に描かれていますが、侍屋敷
は敷地の形状が描かれ、住んでいる藩⼠の名前が付箋で付けられています。これを⾒ると、荒⽊橋の南側（右側・
本町側）に侍屋敷が４軒あります。侍町と町⼈町が岩村川で分けられている岩村では異例なことです。 
 丹⽻⽒による城下町拡張の⽬的は、藩⼠が住む侍屋敷を増やすためでした。源吾坂と本町５丁⽬を結ぶ道も、こ
の⽬的で新たに設けられ、開発された⼟地をすべて藩⼠に宛⾏った結果、新たな侍町である「荒⽊町」が⽣まれた
と考えることができそうです。                （恵那市職員 三宅唯美）

いわむら観光マップ・お城編



                                          
主体性 笑 顔 感 謝 令和２年度、全校⽣徒１４５名、教職員２２名でスタートします。 
 

「主体性 笑顔 感謝」を合い⾔葉に、学⼒の向上・⼼の耕し・郷⼟愛の３つの柱を核として取り組みを進めて
いきます。進学・進級し、新しい⽬標を掲げて⾃分探しを⾏う⽣徒に寄り添い、未来の夢に向けて、⼀緒になっ
て成果につなげていきたいと思います。 

新型コロナウイルス感染症対策で異例の休校が続いていますが、４⽉７⽇には始業式、８⽇には⼊学式を無事
に終えることができました。１⽇も早く感染症が収束に向かい、⽣徒たちが安⼼して登校できる⽇が来ることを
願うばかりです。 
 
【⽬指す⽣徒像】 
１ ⾃⽴⼒    ︓ ⾃分を⼤切にする⽣徒 
２ 共⽣⼒   ︓ 仲間を⼤切にする⽣徒 
３ ⾃⼰実現⼒ ︓ 値打ちのあることに取り組む⽣徒 
 
   

 

空き家掘り起し奨励⾦の創設について  
空き家を所有されている⽅は、ぜひご相談ください︕
 

市内外から空き家ニーズが増加している反⾯、空き家バンクの登録件数は不⾜し
ており、更なる空き家バンクへの登録促進が必要となっています。空き家の掘り起
し、移住後のフォローについては、⾃治会及び地域住⺠の理解、協⼒等が不可⽋で
あることから、地域での意識醸成と空き家バンク登録促進を図るため、《空き家掘り
起し奨励⾦》を創設しました。 

 
地域団体の働きかけにより、空き家の所有者が空き家バンクへの登録に同意した上で新規登録した場

合、その活動に対し奨励⾦を⽀給します。 
また、上記の活動により、空き家バンクに登録された当該空き家が成約さ

れた場合、その活動に対する奨励⾦を⽀給します。 
岩村町では、空き家バンクへの登録ができた場合、持ち主へ５万円⽀給さ

れます。 
 
 
空き家バンク登録については恵那くらしビジネスサポートセンター🔍 

のホームページでご確認いただけます。 
  

《お問い合わせ》 恵那市 岩村振興事務所  電話 0573-43-2111 

いわっこ元気だより！ 今⽉は 岩⾢中学校 

＜新たに８名の職員がお世話になります＞＜始業式に登校した⽣徒たち＞

＜49 名の新⼊⽣を迎えました＞ 



       
 
 
 

 恵那市社会福祉協議会岩村支部からのお知らせ  

 

 

予定しておりました５月の行事は、新型コロナウイルス感染予防のため、中止させて 

いただきます 

 

◎ 美容・健康トレーニング    

◎ 「親子遊びの場」     

◎ いっしょにいこまい会 

 

  恵那市社会福祉協議会  岩村支部事業は、岩村町民の皆様からの社協会費で行っております。 

 

   問い合わせ：恵那市社会福祉協議会 岩村支所  秋山・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  

 
 桜の花が満開の４⽉８⽇（⽔）、⼩学部６⼈、中学部９
⼈、⾼等部２３⼈、合計３８⼈の児童⽣徒が当校に⼊学
し、体育館にて滞りなく⼊学式を挙⾏することができま
した。 

新型コロナウイルス感染症の影響により、当校職員と児
童⽣徒・保護者のみで、ウイルスの感染拡⼤防⽌に最⼤
限に務めながら、式を執り⾏いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、同⽇在校⽣につきましても、校内放送で始業式を⾏うことができました。今年度は全校児童⽣徒１４０
⼈、学校職員１１８⼈でスタートします。岩村の様々な施設や場所に出かけて教育活動を⾏いたいと思います
ので、どうぞ今年度もよろしくお願いいたします。 

 

〈当校校長の挨拶〉→ 

〈始業式のようす〉→ 

↑〈入学生代表の挨拶〉 

皆様、不要な外出は控えましょう。 

手洗いうがいを徹底し、健康第一・ 

安全第一でお過ごしください 



                 
       
 
 

 

❁乳幼児期の家庭教育「いわむら学級」のお知らせ 
 
乳幼児期の家庭教育「いわむら学級」は、０～３歳のお子様をお持ちのご家族の方を対象に皆様にお集まりいた

だいています。 
仲間作りと、子どもを通して子育てや岩村地域との関わり方を学んでいただくのを目標に活動をしています。 
家庭教育指導員の先生といっしょに、お母さん同士、子ども同士でよりよいコミュニケーションの場を提供し、

子育ての応援をしています。 
なお、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、開催期日は改め

てお知らせいたします。 
 
 
 
❁岩村コミュニティセンター駐車場について 
 
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」等で⾧時間駐車場を利用される場合は、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い合わせをして指示を受けてくださるようお願いいたします。 
   ☏電話番号☏ 岩村コミュニティセンター 0573-43-2111 
           岩村福祉センター     0573-43-0051 

 
 
 
❁岩村コミュニティセンター土.日.祝日の対応について（お願い） 
 

職員1 名での勤務のため、会場使用等がある場合、窓口・電話対応がすぐにできないことがあります。 
大変申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
岩村コミュニティセンター 

主な使用予定(5月) 
 

５月  ８日(金)  無料法律相談 
５月１６日(土) ことぶき結婚相談所 

 
※新型コロナウイルスの感染拡大の影響や諸事情により 

変更になる場合があります。 

 

      
岩村町 

令和２年4 月1 日現在の人口・世帯表                        
 今月 先月 昨年同月 

総数 4,869 人 （▲25） 〈▲48〉 

男性 2,350 人 （▲17） 〈▲29〉 

女性 2,519 人 （▲8） 〈▲19〉 

世帯 1,897 世帯 （＋2） 〈+8〉 
（ ）内は前月との比較〈 〉は前年同月比 

 

いわむらコミュニティセンター情報 

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION 

 

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION 

 


