
   

   

 

 

 

 

 

 
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
⼀斎先⽣が⾔われました 
 

「信
しん

、上下
じょうげ

に 孚
まこと

すれば、天下
て ん か

甚
はなは

だ処
し ょ

し難
かた

き事
こと

無
な

し。」（⾔志録 150） 
上の者と下の者両⽅から信⽤されれば、天下にできないことはないね。上下に

信⽤がある⼈こそ、誠実な⼈であり、実⾏⼒のある⼈だよね。つまり本物の⼈物
であり、何をまかせても⼤丈夫と⾔えるね。そんな⼈をめざしたいね。⻄郷南 洲

なんしゅう

もこの箴⾔
しんげん

を⾃分の「⼿抄
しゅしょう

⾔志録」に書き抜きしているよ。 
【ＮＰＯ法⼈いわむら⼀斎塾】 

広報いわむら 

発行/岩村地域自治区運営協議会 

〒509-7403 恵那市岩村町 1657 番地 1

http://www.hot-iwamra.com 
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ほっと・ホット・もっと 

ホットいわむらだより 

 

＊町内一斉清掃、城山清掃作業のお礼 

＊7～9 月の中止イベントのお知らせ 

＊赤十字奉仕団岩村分団員が表彰されました 

佐藤⼀斎 今⽉のひとこと（７⽉）

町内一斉清掃・岩村城跡清掃作業 きれいな岩村町になりました！ 



 
 
 
 6 ⽉７⽇に実施された「町内⼀⻫清掃」と「岩村城跡清掃作業」には、安全対策及び新型コロナウイ
ルス感染対策に気を配りながら、暑い⽇差しの中、早朝より⼤勢の地域の皆様にご参加いただきました。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

町内一斉清掃・岩村城跡清掃作業 ご協力ありがとうございました 

町内一斉清掃 

岩村城跡清掃作業 

道路沿いや河川周辺など地域の⾝近な箇所を⾃治会ごとで作業され、
町中がとても気持ちの良い環境となりました。 

また、ケイナンクリーン株式会社様には、ボランティアによりパッカ
ー⾞及び社員様のご協⼒をいただきました。毎年のご厚意、ありがとう
ございます。 

今回の岩村城跡清掃作業は、町内⼀⻫清掃後に実施しました。有志
の皆様のお⼒により、岩村城跡全体がたいへん美しい姿となりました。
総勢 159 名ご参加いただき、うち 43 名は岩⾢中学校の⽣徒さんです。

六段壁 

(左)作業前 (右)作業後 ► 



 
 
 

毎年恒例の⾏事やイベントについて、新型コロナウイルス感染防⽌に伴い、健康や安全等を考慮 
した結果、今年度の開催状況は下記とおりとなっています。（※6 ⽉ 19 ⽇現在） 
 
 ・⼟曜夜店（7 ⽉）➡中⽌ 

・恵那市防災訓練（8/30）➡延期（期⽇は未定） 
・いわむら夏まつり（8/1〜8/2）➡中⽌(神事のみ関係者で実施) 
・ザ・縁⽇（8/13）➡未定 
・町⺠ソフトボール⼤会（8/14）➡未定 
・いわむら城址薪能（8/22）➡中⽌ 
・秋のふれあいウォーキング（9/22）➡中⽌ 
・ENA みのじのみのり祭（9/26〜9/27）➡中⽌  

 
 
 
 野焼きは、平成 13 年度の法律改正により禁⽌となっています。ただし、 
⾵俗習慣上や宗教上の⾏事を⾏うために必要な廃棄物の焼却（例︓どんど焼き）や 
農業、林業を営むためにやむを得ないものとして⾏われる廃棄物の焼却（例︓焼き畑、 
畔草や下枝の焼却）などについては例外となっています。 
 

例外規定に該当する場合でも、野焼きを⾏うと、煙が⽬にしみる、臭い、洗濯物が⼲せないなどの苦
情の原因となるほか、ご近所トラブルや⽕災の原因となることもあります。 
近隣に住む⽅々へ迷惑をかけないために、⼗分注意をお願いします。 

また、処理できない量があるときは、乾かして可燃ごみで出してください。 

 
 
 

 
YouTube 恵那市公式チャンネルで、市内の

各観光地を紹介する動画『動画 de え〜な︕
恵那めぐり』が配信されています。 
 
公開されているのは、明智光秀ゆかりの地 
明智町、恵那峡、⼤井ダム、そして 
⼥城主の⾥ 岩村城下町と 
⽇本三⼤⼭城 岩村城跡です。 
 
地元の観光ガイドによる解説付きなので、数
分間で観光地巡り気分が楽しめます。 
YouTube で検索して、ぜひご覧ください︕ 

 
 

野焼きについて 

７～９月の行事、イベントのお知らせ 

岩村城下町、岩村城跡のＰＲ動画ができました 

五区 ハナショウブ ▲



 
  

昨年、⽇本⾚⼗字社岐⾩県⽀部創⽴ 130 周年記念⼤会が⾏われました。⻑年にわたり、恵那市⽇
⾚奉仕団員として地域の⾚⼗字活動を積極的に推進された団員の皆様が表彰され、そのうち岩村分団
では、25 名の団員が表彰されました。 

新型コロナウイルス感染症予防対策により、５⽉の総会が中⽌となったため、岩村分団全体での
授与式は⾏えませんでしたが、６⽉ 20 ⽇に、⾦⾊有功章受章の安藤さん、銀⾊有功章受章の市川さ
んを招き、役員のみでささやかながら授与式を⾏いました。 
 
・銀⾊感謝状(活動継続年数５年以上) 14 名 
・⾦⾊感謝状(活動継続年数 10 年以上) 9 名 
・銀⾊有功章(活動継続年数 15 年以上)市川和⼦さん 活動年数 17 年 
・⾦⾊有功章(活動継続年数 20 年以上)安藤美江さん 活動年数 22 年 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

⾒どころ︓アクシバの花は葉の裏側にあり⽬⽴たないが、展望台から三⾓点の間に点在しています。
茎が緑⾊で⾼さは 10ｃｍ程度です。参道は早くも秋の準備に⼊っていて、結実し⾊付くもの、萩類、
ムラサキシキブなど秋特有の植物は開花し始めます。 

 

アクシバ                 

 

 

三森山の７月の植物                     資料提供：岩村・山の会 

アクシバ                    コムラサキ             クモキリソウ

ホタルブクロ         トラノオ          サンショウ 

恵那市赤十字奉仕団岩村分団からのお知らせ 



       
 

 

 
３⽉から新型コロナウイルス感染症による臨時休業が続き、⻑期間にわたって児童⽣徒の学習の場が
制限される状況となってしまいました。そんな中、４⽉末から岐⾩県の県⽴学校全体でオンライン配
信による学習⽀援が始まり、恵那特別⽀援学校においても「なかよしタイム」と名づけたオンライン
配信で、児童⽣徒とつながることができました。 

規則正しい⽣活習慣を⾝に付けられるように「朝の会」や「体操・ダンス」の配信、新⼊⽣の為の
「学校紹介」など職員⼿作りのオンライン授業を配信しました。⼀部をご紹介します。 

  
  

今年度は、毎年７⽉下旬にご案内しています当校ＰＴＡ⾏事「夏まつり」が中⽌となりました。 
今後とも、学校教育にご理解とご協⼒をよろしくお願いいたします。 
 

 
 
 

ことぶき結婚相談所は、市⺠の幸せな結婚を⽀援するため、個別相談や紹介、カップリングイベン
トの開催や結婚情報の提供などを⾏っています。 
相談員は秘密を守り、誠意を持って相談に応じます。岩村町の相談員は⽵内直⼦さんです。 
 
Ｑ．誰でも相談できますか︖ 
Ａ．男性は、市内に住所がある⽅が対象で、登録が必要です。 

⼥性は、市外でもかまいません。登録も不要です。 
 
Ｑ．登録をするには︖ 
Ａ．登録⽤プロポーズカードを、相談員⼜は市役所内の移住定住推進室へ 

提出してください。プロポーズカードは、恵那市ホームページでダウンロードできます。 
 
Ｑ．相談はどこでできますか︖  
Ａ．◦恵那市市⺠会館      毎⽉第 3 ⽕曜⽇ 午後 6 時〜8 時 
  ◦岩村コミュニティセンター 毎⽉第 3 ⼟曜⽇ 午後 2 時〜4 時 
  相談は無料で、予約が必要です。 
 
 お問い合わせ  

恵那ことぶき結婚相談所  恵那市役所 移住定住推進室 ℡0573-26-2111（内線 338）

こんにちは！恵那特別支援学校です            

高等部「国語:漢字クイズ」小学部「国語:おはなし･読み聞かせ」 中学部「生活単元学習:畑ライブ」

相談窓口の紹介 ことぶき結婚相談所

ご連絡をお待ちしています



   
 

 
思わぬ新型コロナウイルスの広がりで、６⽉からやっと新年度が

始まりました。⼿洗いやアルコール消毒、換気をこまめにしたり、
給⾷の時はテーブルパーテーションを⽴て、感染予防をしています。
今まで経験したことのない⽣活の中ですが、こども達は元気に登園
し、友達と楽しく⽣活しています。 

今年も富⽥の服部さんの畑で、年⻑さんがさつま芋の苗を植えさ
せてもらいました。「紅はるか」と「⾦時」の苗を地域の⽅にも⼿伝
ってもらいながら畑いっぱいに植えてきました。秋には⼤きくなっ
たさつま芋を掘りに⾏くことが楽しみです。 

今年は、プールには⼊れませんが、⽔遊びを⼗分楽しみ健康な夏
を過ごしたいと思います。 

 

           
 
 
岩村福祉センターの７⽉の予定をお知らせします。 
 
◦いっしょにいこまい会  

７⽉ 31 ⽇（⾦）午前 10 時半〜 
脳の健康教室（公⽂式）                   親⼦遊びの場 
会費 400 円（お昼ご飯もあります）        

                                   9 ⽉から再開予定です 
◦美容・健康トレーニング（⼀回 500 円）予約不要        

7 ⽉ 22 ⽇(⽔) 午後１時半〜3 時            
7 ⽉ 29 ⽇(⽔) 午後１時半〜3 時  
     
※ 今後、新型コロナウイルスに関する社会情勢の変化に伴い、内容の変更、または 

中⽌せざるを得ない状況がございますので、ご了承ください。 
 

        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/ 

                              

いわっこ元気だより！ 今⽉は 岩村こども園 

あしざわやさんから

子ども達に、手作り

マスクを頂きました 

恵那市社会福祉協議会 岩村支部からのお知らせ 



 

岩村   

 観光協会からのお知らせ  岩村駅前⼤看板「岩村町観光案内図」をリニューアル‼ 
〜観光客の利便性を図る〜 

恵那市観光協会岩村⽀部では、岩村駅前の“かわい”さんの
ご協⼒により、岩村駅出⼊⼝正⾯の、お店の壁⾯に建てられ
ている看板「岩村町観光案内図」をリニューアルしました。 

旧恵那市との合併があり、“岩村城”がさらに注⽬されるよ
うになり、重要伝統的建造物群保存地区に選定された「岩村
城下町」、朝ドラ「半分、⻘い。」のロケ地、またそれに伴う
「ふくろう商店街」の誕⽣、岩村振興事務所の移転など、こ
の⼗数年間にもいろいろな変遷があり、その都度⾊褪せた写
真など⼀部⼿直しをしたことがありましたが、今回恵那市の
協⼒により、観光客の皆様に気持よく観光していただくため
に、名所、公共施設のほかトイレ、駐⾞場などの場所も分か
りやすくしました。 

 
 
 

主な役員《執⾏委員》⽀部⻑  松井宏次 
（敬称略）     副⽀部⻑ ⼭村善保、宮地喜義、渡曾充晃 
                  会計   鈴⽊浩之              

(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.67       知られざる岩村城の危機（上）          
 15世紀末からの約100年間は戦国時代と呼ばれますが、ここ岩村では元⻲３年（1572）に織⽥と武
⽥による岩村城争奪戦が始まるまで、⼤きな戦いは知られていません。しかし、記録が残されていない
だけで、争いがなかったわけではありません。中でも、⼤永年間前半（1520年代前半）には、遠⼭岩
村⽒が断絶したかもしれない事件があったことが断⽚的な史料からうかがわれます。 
 天⽂5年（1536）、岩村城主遠⼭景前は、⼤円寺の明叔慶浚を導師として、「前左⾦吾性翁⾒公⼤禅定
⾨」の⼗三回忌法要を⾏いました。写真は、明叔の法語等をまとめた『明叔録』（国⽴公⽂書館・内閣
⽂庫所蔵）に収録されたこのときの⾹語（法要で唱えられる法語）
の⼀部です。写真右は冒頭の法要の趣旨を述べた部分です。⾚枠
①の「皇考」は⽗親の尊敬語、「左⾦吾」は左衛⾨尉の中国⾵の
呼称です。法要は通常は命⽇に⾏われますので、ここからは、景
前の⽗は左衛⾨尉を号し、⾜掛け13年前の⼤永４年（1524）７
⽉25⽇に亡くなったことが分かります。 
 ⾹語はこの後、故⼈の事績や⼈柄を偲び讃える経⽂が続きます
が、この中ほどに注⽬すべき記載がありました。写真左の⾚枠②
の部分です。「冤家」はあだをなす者・敵、「不奈」はどうしよう
もないことを指します。意訳すると「勇気ありあまり、⾦吾は城
を出て戦った。敵と切り結んだが、武運つたなく討死した」と読
みとることができます。 
 なんと、岩村は⼤永４年に何者かに攻められ、城下で⾏われた
合戦で城主左衛⾨尉某が討死していたのです。（続く） 
            恵那市職員 三宅唯美  『明叔録』（国⽴公⽂書館デジタルアーカイブから引⽤）

(⼀社)恵那市観光協会岩村⽀部の通常総会(書⾯総会)が
開催され、任期満了による役員の改選において、下記の
とおり選出されました。 

リニューアルした 

「岩村町観光案内図」



    
       
                                
 
【開催中⽌のお知らせ】2020 年 第 36 回いわむら城址薪能  

 いわむら城址薪能実⾏委員会では、国内外での新型コロナウイルスの感染拡⼤防⽌のため、全国から
お⾒えになる観客の皆様、出演者及びスタッフの「命と安全」を最優先に守るため苦渋の選択として本年
８⽉22 ⽇（⼟）に開催を予定しておりました『2020 年第36 回いわむら城址薪能』の中⽌を決定いた
しました。このような判断になったことは⼤変申し訳ありませんが、安⼼安全を最優先との判断でござい
ますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。 
  

【各講座について】 
☆夏休みこども講座……新型コロナウイルス感染防⽌のため、今年度は中⽌です。 

 ☆後期市⺠講座……９⽉にガイドブックを配布予定です。 
     
【図書室の利⽤について】 
 図書の貸出、返却はできますが、マスクの着⽤や⼿指の消毒、滞在時間の短縮等をお願いしています。 
 今後の状況により段階的に緩和されることもありますが、ご了承ください。  

 📖中央図書館から児童書が⼊りました (7 ⽉30 ⽇まで岩村コミュニティセンターで貸出できます） 
 

 
岩村町  

令和２年６⽉1 ⽇現在の⼈⼝・世帯表  
 6 ⽉ ５⽉ 昨年6 ⽉

総数 4,859 ⼈ （▲13） 〈▲52〉
男性 2,347 ⼈ （▲１） 〈▲33〉
⼥性 2,512 ⼈ （▲12） 〈▲19〉
世帯 1,894 世帯 （▲7） 〈＋６〉

（ ）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～ 

岩村コミュニティセンター使⽤予定(７⽉) 
 

7 ⽉10 ⽇（⾦） 無料法律相談 
7 ⽉18 ⽇（⼟） ことぶき結婚相談所  

※諸事情により変更になる場合があります。 

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

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION 

市内公共施設の 
利⽤について 

 
新型コロナウイルス感染防⽌対策の

ため、屋内外の公共施設利⽤の際には、
密集・密閉・密接対策及び衛⽣対策を講
じたうえで利⽤いただいています。 
 施設利⽤を申し込みされる際に、市の
ガイドラインに沿ってご利⽤いただく
ことを説明いたしますので、ご理解ご協
⼒いただきますようお願いします。 
 

・いただきまーす 
・へびくんのおさんぽ 
・のびのびのーん 
・ねむいねむいおはなし 
・みんなぼうしをかぶってた 
・おんなじおんなじ 

・うしろにいるのだあれ 
・ルイスがたべられちゃったひ 
・おでかけばいばい 
・なにのこどもかな 
・ぼくがおうちでまっていたのに
・みんなおおあくび 

・あかちゃんうさぎとパパ 
・さあゆけ︕ロボット 
・つくえのうえのうんどうかい 
・ふとんかいすいよく 
・おにぎり 
・トイレにいっていいですか 
・なにたべてるの︖ 
・むにゃむにゃきゃっきゃ 




