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広報いわむら

＊町内一斉清掃、岩村城清掃作業のお知らせ
＊ふるさと納税実績報告
＊町屋施設、コミュニティセンター再開しました
ホットいわむらだより

ホットいわむらだより

第 100 号

「ホットいわむらだより」は、平成 23 年６
⽉の創刊号から今⽉で 100 号を迎えました。
⻑年まちの情報をお届けしてきた「城下町
ホットいわむらだより」と「いわむら公⺠
館だより」を⼀つにまとめた広報紙です。
これからも皆さまに親しまれる「ホットい
わむらだより」を⽬指します。
よろしくお願いします。
ホットいわむらだより第 1 号→
懐かしの昭和 60 年 6 月発行 広報いわむら↓

「ホットいわむらだより」の１号から 100 号は「城下
町ホットいわむら」ホームページでご覧いただけ
ます。左のＱＲコードからアクセスしてください！

⼀斎先⽣が⾔われました。
きゅうはく

こと

やぶ

ねいたい

こと

な

佐藤⼀斎

今⽉のひとこと（6 ⽉）

「 急 迫 は事 を敗 り、寧耐 は事 を成す。」（⾔志録 130）
何ごとも急ぎすぎては失敗をする。どっしりと構え、とことん考えて時が
来るのを待っていればうまく⾏くものだ。
「急がば回れ」と⾔うではないか。
現代は情報過剰の時代だ。役⽴つ情報もあるが役⽴たない情報もある。正し
い情報もあるが正しくない情報もある。本当の情報もあるが嘘の情報もある。
最後の決断をするのは⼀⼈⼀⼈の誠意と良識だ。⽇ごろの⼼がけが⾏動に表
れるよ。コロナに対しても・・・。

【ＮＰＯ法⼈いわむら⼀斎塾】

岩村地域⾃治区地域計画事業

令和 2 年 6 月 7 日（日）
町内一斉清掃・岩村城跡一斉清掃にご協力をお願いします
◉町内⼀⻫清掃
⾃治連合会主催により、全町⺠による町内の⼀⻫清掃を実施します。
作業の詳細については、⾃治会⻑さんまたは環境委員さんにご確認ください。

◉岩村城跡⼀⻫清掃作業
集

合︓午前 9 時 45 分

岩村歴史資料館前(10 時から作業)

作業内容︓岩村城跡及びその周辺の草刈り、草取り
持 ち 物︓タオル、軍⼿、帽⼦
持参いただける⽅は…
草刈機(燃料は⽤意します)、鎌、熊⼿、鍬、脚⽴、箕、スコップ、⽵ほうき

等

城下町ホットいわむら、観光協会岩村⽀部、岩村城を守る会の共催により毎年、町内の各団体、中
学⽣、町外の岩村城跡ファンの⽅々にご協⼒をいただいていますが、広い岩村城跡をきれいにするに
はまだ⼈⼿不⾜です。岩村町のシンボルである岩村城跡を、まちの皆さんの⼒できれいにしましょう︕
町内清掃の終了後、皆さんお誘いあわせのうえ、ご参加とご協⼒をお願いします。
※町内⼀⻫清掃、岩村城跡⼀⻫清掃とも、悪天候により中⽌する場合は、当⽇朝 7 時に告知放送にてお知らせ
します。

令和２年度

城下町ホットいわむら総会

書⾯議決の結果について

本年度の総会は書⾯での議決とし、会員の皆様には書⾯表決書を提出していただきました。
その結果、第１号から第５号までの議案について、すべて賛成をもって可決されましたのでご報告
いたします。議案については、城下町ホットいわむらのホームページでご確認いただけます。
恵那市⼿作りマスク 10,000 枚⼤作戦

ご協⼒ありがとうございました。

広報えな 5 ⽉号などでお知らせした⼿作りマスクキ
ャンペーンには、⼤変多くの⽅にご協⼒いただき、あ
っという間に⽬標枚数に到達しました。
岩村振興事務所でも、たくさんの丁寧で⼼のこもっ
た⼿作りマスクをお預かりしました。
（5 ⽉ 21 ⽇現在
1,070 枚）
困っている⽅のために⼿作りしていただいた皆さま
の優しい気持ち、ありがたいですね。
このマスクは、市内の⾼齢者施設、障がい者施設等
に順次お配りしています。
皆さまからの、手作りマスクの一部です

か〈六区 ハナモモ→〉

ふるさと納税

多くの⼈が地⽅のふるさとで⽣まれ、その⾃治体から医療や教
育等様々な住⺠サービスを受けて育ち、やがて進学や就職を機に
活動の場を都会に移し、そこで納税を⾏っています。その結果、都
会の⾃治体は税収を得ますが、⾃分が⽣まれ育った故郷の⾃治体
には税収が⼊りません。
そこで、「今は都会に住んでいても、⾃分を育んでくれた❝ふるさと❞に、⾃分の意思で、いくらか
でも納税できる制度があってもよいのではないか」、そんな問題提起からつくられたのが、ふるさと
納税制度です。
恵那市では、ふるさと納税制度によりいただいた寄附⾦は、「恵那市市⺠のまちづくり基⾦」に積
み⽴て、寄附していただいた⽅⼀⼈⼀⼈の思いをまちづくりに活⽤します。
恵那市の応援寄附⾦の活⽤先メニューの中に『岩村町を応援』があります。
岩村町を応援していただいた、昨年分までの寄附実績は 98 件で 2,389,000 円となり、年別の実
績は以下のとおりです。
〈ザ・縁日→〉
寄附⾦『岩村町を応援』の実績
平成 28 年
50,000 円 (2 件)
平成 29 年
377,000 円（19 件）
平成 30 年
660,000 円（28 件）
平成 31(令和元)年 1,302,000 円（49 件）
合 計
2,389,000 円 (98 件)
このうち 500,000 円を、令和元年度の岩村城再建構想事業に活⽤させてただきました。
※岩村城再建構想事業︓
「ザ・縁⽇」
「ふるさと創⽣花⽕」などを⾏っている事業です。

「ふるさと岩村」を離れて暮らす親戚や友⼈、岩村に興味をもって
いただいている知⼈の⽅へ、ふるさと納税で岩村町を応援していた
だけるように、地元の皆さんからもお声掛けをお願いいたします。
寄附をした場合、住⺠税及び所得税から⾦額に応じて⼀定額の控除を受けることができます。
⼀万円以上寄附された⽅には、⾦額に応じた返礼品を選ぶことができます。
寄附⽅法は、⺠間ふるさと納税ポータルサイト 恵那市 ふるさとチョイス または寄附申出書
（岩村振興事務所にあります）により申し込みができます。
お問い合わせ先
ふるさとえな応援寄附金について 岩村振興事務所

☏0573-43-2111

寄附金に関する総合窓口

恵那市役所

移住定住推進室

税金、税控除制度について

恵那市役所

税務課（市民税係）☏0573-26-2111（内線 127）

☏0573-26-2111（内線 337）

三森山系の 6 月の植物

資料提供：岩村・山の会

⾒どころ︓⾵⾞の⾒える尾根に咲いているチチブドウダンは⾒事です。神社の周りで⾒られるオ
ダマキ、⼊り⼝付近の⽇陰にはシライトソウ、不動の滝では⼩さいがツルアリドオシが⾒られます。
バイカツツジは葉の裏側にあるので⾒付つけにくいです。ササユリは、七本松、展望台、奥の院分
岐辺りに⽣えています。
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ヤマボウシ

バイカツツジ

シライトソウ

コアジサイ

ウメガサソウ

ヤマアジサイ

ツルアリドオシ

ギンリョウソウ

こんにちは︕恵那特別⽀援学校です
本県では、「豊かな⼼と健やかな体を育む教育の推進」を教育基本⽬標の⼀つに掲げ、すべての公⽴
幼稚園、⼩学校、中学校、義務教育学校、⾼等学校及び特別⽀援学校において、「ふるさと教育」の推
進に努めております。そんな中で昨年度は、当校⼩学部の富⽥地区の地域資源を活かした「宿泊学習」
「稲作体験」などの取り組みが「岐⾩県ふるさと教育表彰」にて最優秀賞に選ばれました。
本年度は新たに富⽥地区の「三学の⾥」さんにご協⼒いただ
き、⼤⾖の栽培から収穫、味噌の仕込みなどの⼯程を、中学部
の⽣徒が学習する予定です。地域の⽅との関わりを深めながら
学ぶことで、児童⽣徒の「ふるさと岐⾩」への誇りと愛着を⾼
められるような地域に根ざした教育の普及を今後も⽬指して
まいります。今後も地域の皆様のご理解とご協⼒をよろしくお
願いいたします。
小学部３年生

「秋に植えたチューリップが咲いたよ！」

相談窓⼝の紹介

⾏

政

相

談

⾏政相談とは、市や県、国の役所の仕事に関する「制度や仕組みがわからない」、「事情があって関係
機関に直接苦情を⾔いにくい」、「どこの窓⼝に申請してよいか教えてほしい」などの苦情や意⾒、要望
などの相談を受けます。
そして、公正で中⽴な⽴場から必要に応じて関係⾏政機関に要望を⾏い、解決を図ります。
Ｑ．どこで相談できますか︖
Ａ．直接相談されたい場合は、広報えなにも掲載していますが、年に数回市内のコミュニティセンター
等で開催しています。
岩村コミュニティセンターでは、今年８⽉ 19 ⽇(⽔)と 12 ⽉ 16 ⽇(⽔)の 13:00〜15:00 に開催します。
電話、インターネットでも相談できます。 ⾏政相談受付検索🔍
Ｑ．予約は必要ですか︖
Ａ．予約は不要です。直接会場へお越しください。相談者の秘密は固く守られます。
Ｑ．⾏政相談員はどんな⼈ですか︖
Ａ．総務⼤⾂から委嘱された地域の⺠間有識者で、無報酬で相談受付を⾏っています。
岩村町の相談員は、⼭本耕嗣さんです。

困ったら一人で悩まず行政相談
行政苦情 110 番 0570-090-110

FAX

058-248-6755

いわっこ元気だより！

今月は

岩邑小学校

休校中も頑張っています
休校が 5 ⽉ 31 ⽇まで延期されたことを受け、学校では、家庭への課題配布、電話連絡、学校ホーム
ページでのメッセージや授業動画配信、保護者の⽅による課題の提出と受け取りなど、⼦ども達や保護
者の皆さんと「つながれる」ようにすることを考えて取り組んできました。
電話連絡や提出されたものを通して、⼦どもたちが⾃主学習や運動、お⼿伝いをがんばっている様⼦
や、⾃転⾞練習、お菓⼦作り、⼯作、畑づくりなど⾃分で⼯夫してチャレンジしていることが分かり、
とても嬉しく思いました。
「つながり」をより双⽅向のものにするために、
「いわっこチャレンジ」と銘打って⼦どもたちのがん
ばりを紹介することにしました。離れて⽣活していても仲間のがんばっている姿に励まされたり、元気
をもらえたりできるとよいと考えています。早速２⼈の応募があり、学校ホームページに載せました。
ぜひホームページを覗いてみてください。

＜6 年生の自主学習ノート＞
ノート３冊分にぎっしり頑張っています！↑
＜学校ホームページ＞ チャレンジを紹介してます。→

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６⽉の予定をお知らせします。
来館前に、⾃宅で検温をしてきて下さい。
◎いっしょにいこまい会
６⽉ 26 ⽇（⾦） 10︓30〜11︓30
内容を変更して、開催予定。
⾷事がないため、会費はいりません。

今後の、新型コロナウィルスに関する社会情勢
の変化に伴い、中止となる場合がございます。

疫病 退散
妖怪 あまびえ

◎ 美容・健康トレーニング（⼀回 500 円）予約不要
距離を取り、マスク等着⽤の上、換気しながらの開催を予定
6 ⽉ 1０⽇(⽔) 13︓30〜14︓30（感染対策で時間短縮）
６⽉ 2４⽇(⽔) 13︓30〜14︓30（感染対策で時間短縮）
◎「親⼦遊びの場」は、9 ⽉からの開催を予定しております。
問い合わせ︓恵那市社会福祉協議会 岩村⽀所 原⽥
ホームページ︓http://www.ena-shakyo.or.jp/

電話 43-0051

岩村歴史再発⾒vol.66

折れ曲がる地下通路と三つの扉で鉄壁の守り

本丸埋⾨

埋⾨は、本丸の北側、⼆の丸から本丸への⼊
り⼝に構えられた櫓⾨です。⼭城特有の地形に
制約された狭い空間の中で、本丸を守るために
最⼤限の防御の⼯夫がされていました。
その特徴は、平成29年11⽉号「⾨の中で曲
がる」でも紹介しましたが、⽯垣の上に櫓がす
っぽりと被さり、下が直⾓に曲がる通路になっ
ていること、⼀つの⾨の中で⾨扉が三つもある
ことです。
写真は、埋⾨を真横から撮影したもので、右
が⼆の丸、左が本丸、奥は納⼾櫓の⽯垣です。
⼀⾒すると右の⽯垣と納⼾櫓の間だけに⾨の
建物があったように⾒えます。ところが、下の「明和
３年岩村城平⾯図」を⾒ると、写真左の⽯垣が描かれ
ておらず、建物の下になっています。この図から埋⾨
の２階部分は、写真の⾚い枠のように、⽯垣の上に乗
っていたことが分かります。⾨扉を⽀える鏡柱の礎⽯
は、写真のように直⾓に曲がる通路の⼆の丸側と⻑局
側、さらに、本丸⼊る狭い通路の⼊り⼝の３個所にあ
ります。
埋⾨は、⼆の丸正⾯から⾒ると普通の平⼊りの櫓⾨
ですが、実際には、扉を開けたら薄暗い通路を曲がり
ながら進み、さらに⼆つの扉を突破しないと本丸には
⼊れなかったわけです。
⼿ぶらならともかく、武装した兵だったら、⼿に持
った槍や旗指物が天井や側⾯の壁につかえてしまいと
ても⼊りにくかったと思われます。現存する城⾨では姫路城・にの⾨が似た構造をしています。姫路
城にお出掛けの際には埋⾨を思い出しながら⾒学してはいかがでしょうか。 (恵那市職員 三宅唯美)

岩村観光協会からのお知らせ

「町並みふれあいの舘」及び町屋施設等開館お知らせ
〜コロナウイルス感染防⽌対策も…〜

恵那市観光協会岩村⽀部では、新型コロナウイル
ス感染拡⼤により、「町並みふれあいの舘」及び岩村
休憩所（旧岩村振興事務所）及び⽊村邸などの町屋施
設の閉館をしておりましたが、「⾮常事態宣⾔」の解
除や岐⾩県、恵那市などの指導のもと、５⽉下旬より、
全館開館することになりました。皆様には⼤変ご不便
をおかけしました。
しかし、当分の間、感染拡⼤の防⽌策として、⼊
掲示板をリニューアルした「町並みふれあいの舘」
館者には、⼿洗い、マスクの着⽤をお願いし、休憩所、
町屋施設の管理⼈の説明や問い合わせ等による接近は避けさせていただきますので、ご理解、ご協⼒
をお願い致します。
(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)

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION

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

★施設利⽤再開について

⻑い間、新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌のため施設利⽤を停⽌させていただいており、皆さまにはご不便を

おかけしておりましたが、５⽉ 20 ⽇（⽔）から再開となりました。ただし、マスクの着⽤や⼿指の消毒、⼈と⼈と
の距離を確保するなどの条件付きとなります。
図書室は、当分の間、予約本の貸し出しのみ利⽤できますので、ご相談ください。
詳しくは TEL43-3722 までお問い合わせください。

★図書室より新しく購⼊した本の紹介
📖⼀般書 ・夏物語 川上未映⼦（⽂藝春秋）
・つみびと ⼭⽥詠美（中央公論新社）
・スワン 呉勝浩（KADOKAWA）
・ライオンのおやつ ⼩川⽷（ポプラ社）
・⼤名倒産 （上）
（下）浅⽥次郎（⽂藝春秋）
・70 歳のたしなみ 坂東眞理⼦（⼩学館）
📖児童書 5 分後に意外な結末 ex シリーズ（学研プラス）
（短編⼩説で⾼学年の⼦供たちに⼤⼈気︕⼤⼈も楽しむことができます。）
・アクアマリンからあふれる涙
・⽩銀の世界に消えゆく記憶
・オレンジ⾊に燃える呪⽂
・エメラルドに輝く⾵景
・チョコレート⾊のビターエンド
・バラ⾊のとげのある⼈⽣
※「こんな本が読んでみたい」など図書購⼊の希望ある⽅は、図書名、作者名を下記までご連絡下さい。
（希望に添えない場合があります）
。

★家庭乳幼児学級「いわむら」より

新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌のため、８⽉まで中⽌となりました。今後の予定は 9 ⽉から計画して
います。
※未就園児のお⼦さんの募集を随時⾏っております。電話でも受け付けをしております。
お待ちしております♪

問い合わせ先 岩村コミュニティセンター
担当 ⽥中 TEL43-3722
岩村コミュニティセンター
主な使⽤予定(６⽉)
６⽉ 12 ⽇(⾦) 無料法律相談
６⽉ 20 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５⽉ 1 ⽇現在の⼈⼝・世帯表
今⽉

先⽉

昨年同⽉

総数

4,872 ⼈

（＋3）

〈▲43〉

男性

2,348 ⼈

（▲2）

〈▲31〉

⼥性

2,524 ⼈

（＋5）

〈▲12〉

世帯

1,901 世帯

（０）

〈+2〉

（ ）内は前⽉との⽐較〈 〉は前年同⽉⽐

消滅しないぞ いわむら！
～人が元気 人が輝く 人が財産～

