
   

   

 
  
 

 

 

 
                          

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⼀斎先⽣が⾔われました  
「 順 境

じゅんきょう

は春
はる

の如
ごと

し。出遊
しゅつゆう

して花
はな

を観
み

る。 逆 境
ぎゃっきょう

は冬
ふゆ

の如
ごと

し。堅臥
け ん が

して雪
ゆき

を看
み

る。 

春
はる

は固
もと

より楽
たの

しむべし。冬
ふゆ

も亦
また

た悪
あ

しからず。」（⾔志後録 86）  
何ごとも順調でうまく⾏っていると思われるのは季節で⾔えば春であり、

外へ出掛けて⾏き桜の花を楽しむようなものです。反対に何ごともうまく
⾏かず思い通りにならない逆境は冬に似ていて、家に閉じこもって寝なが
ら雪を眺めるようなものです。春は⾔うまでもなく楽しむべきものですが、
冬もまた悪くはないよ。このコロナ禍を皆さんはどう乗り切りますか。 
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＊岩村地域自治区運営協議会からお知らせ 

＊８～１１月の行事のお知らせ 

＊中学校へ書画の寄付 

＊言志四録普及特命大使の委嘱 

佐藤⼀斎 今⽉のひとこと（8 ⽉）

市外で暮らす親戚や友人にお声かけをお願いします 

「ふるさと納税で岩村町を応援してください！」

 ふるさと納税は、寄付により⽣まれ育った地域などを応援できる制度
です。寄付をする際に、寄付⾦の使い道を「岩村町を応援」と指定して
いただくと、岩村町の地域活性化事業や課題解決事業に向けて活⽤する
ことができます。令和元年度の寄付⾦実績は、52 件で 1,352,000 円で
した。 
 寄付をした場合、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。また、⼀万円以上寄付された⽅には、⾦額に応
じた返礼品を選ぶことができます。 
 寄付⽅法は、⺠間ふるさとポータルサイト恵那市 ふるさとチョイス 
から申し込みができます。 

あなたの想いをふるさと岩村へ届けませんか︖

返礼品も募集しています︕ 
まちの魅⼒発信、地域特産品の販路拡⼤や PR、
市内事業所の活性化を図るため、寄付者に感謝の
気持ちを伝える返礼品として提供する商品や体
験・サービス等を募集しています。応募いただけ
る⽅は、ふるさとえな応援寄付⾦制度ホームペー
ジをご覧ください。

chiho_itou
長方形



 
 
 
 令和 2 年度第 1 回岩村地域⾃治区運営協議会を 7 ⽉ 21 ⽇に開催し、令和 2 年度の事業計画及び予
算案、地域計画の⾒直し、旧岩村振興事務所の利活⽤⽅法などの議題について議論しました。主な内
容につきましては以下のとおりです。この会議は年度初めに開催する予定でしたが、新型コロナウイ
ルス感染防⽌対策のため、時期を遅らせての開催となりました。 
 
◆令和２年度岩村地域⾃治区運営協議会事業計画 

・第 2 次地域計画の⾒直し ※⾒直計画の期間は令和 3 年度から令和 7 年度 
・旧岩村振興事務所の活⽤⽅法案の作成 
・いわむらグランドデザイン<観光まちづくり指針>（2014〜2033）の⾒直し 

 ・執⾏役員会・役員会・全体会議・部会の開催 
 ・ホットいわむらだよりの発⾏（年間 12 回） 

・まちづくり活動補助⾦事業の選定 
 
◆令和２年度地域⾃治区運営協議会予算 
収⼊ （単位︓円）

項⽬ 本年度 前年度 ⽐較 適⽤ 
市交付⾦ 1,520,000 1,519,000 1,000 岩村地域⾃治区活動交付⾦ 
市補助⾦ 2,113,000 2,501,000 ▲ 388,000 恵那市地域のまちづくり活動補助⾦等
雑収⼊ 1,000 1,000 0
合計 3,634,000 4,021,000 ▲ 387,000

⽀出 
項⽬ 本年度 前年度 ⽐較 適⽤ 

⼈件費 652,000 650,000 2,000 事務局職員⼈件費 
需⽤費等 869,000 870,000 ▲1,000 消耗品、広報印刷費、通信運搬費 等
補助⾦ 2,113,000 2,501,000 ▲ 388,000 町並み賑わい創出事業（ひなまつり）等
合計 3,634,000 4,021,000 ▲ 387,000

 
◆旧岩村振興事務所の活⽤⽅法について 
 地域⾃治区運営協議会で利活⽤⽅法案について議論を重ねた結果、以下のとおりまとめました。 

今後はこの活⽤⽅法案に基づき、市⻑へ提⾔を⾏う予定です。 
 <活⽤⽅法案> 
 「⽣涯学習及び恵那市が誇る先⼈顕彰の拠点施設」 

「歴史・⽂化を活かした拠点施設」 
 
◆世界ラリー選⼿権（ＷＲＣ）の開催 11/22（⽇）恵那市内⾛⾏ 
 
◆資源ごみ回収拠点の設置  ごみの減量化、及び⼩中学校とまちづくりに収益を分配することを⽬

的に今年度設置予定。 
 
◆地域学校協働活動の推進（地域学校協働本部の設置準備）

岩村地域自治区運営協議会からお知らせ 



 
 
 
 
 

  
岩村町の恒例⾏事ですが、新型コロナウイルス感染拡⼤の影響を考慮し、中⽌としました。 
 
  

例年のような参集訓練ではなく、シェイクアウト訓練（地震を想定し、⾃宅や職場にて⾝を守る 
ための⾏動とる訓練）を実施します。詳細は後⽇お知らせします。 
 
 
 
集合場所︓岩村歴史資料館前 
作業内容︓城跡及びその周辺の草刈り、草取り、⽯垣の清掃 

 持ち物 ︓軍⼿、帽⼦、⼿袋（お茶は⽤意します） 
       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 
 

今年、第 2 回⽬を実施します。⽇本百名城・⽇本三⼤⼭城のひとつ「岩村城跡」を美しくするため、
できる範囲で結構ですので、ご協⼒をお願いいたします。 

 
 

 
 

7 ⽉ 17 ⽇（⾦）、岩村町を拠点に活動する「⼼の書画家 伊藤⼀樹
さん」が、後援会⻑の後藤俊彦さん、会計の⻄尾和洋さんとともに、
岩⾢中学校を訪れ、伊藤⼀樹さんが描いた書画を寄贈されました。 
「各地の中学校で講演している。そうしたことから中学校に寄付をす
ることを決めた」と伊藤⼀樹さん。 
作品は「あなただからこそ咲かせることのできる花がある」とのメッ

セージと⾦⾊の⼤きなひまわ
りが描かれ、強いメッセージ性を感じるもの。 
 
⽣徒会⻑の藏園凛君・宮地⼀瑳君が受け取り、「描かれたひまわり
のように、中学校から地域を明るく照らしていきたい」と、感謝
の意とともに強い決意を述べてくれました。  

 
 
🐈安易な気持ちでのら猫に餌をあげないでください。猫は⼀回で４〜8 匹出産し、⽣まれ
た⼦猫は半年でまた出産可能となるためすぐに増えてしまい、ふん尿や鳴き声などで周囲
に多⼤な迷惑を掛けます。  
🐈猫を飼うことは、⾷事、排泄物の処理、病気の予防など全てが命を預かる飼い主の責任
です。放し飼いではなく室内飼いにするなど、トラブルにならない飼育を⼼がけましょう。 
 

中学校へ書画の寄付 

猫に関する困りごと  ご注意ください

８～11 月の行事、イベントのお知らせ

◦ザ・縁⽇（8/13）➡中⽌ 
◦町⺠ソフトボール⼤会(8/14) ➡中⽌ 
◦町⺠運動会(10/25) ➡ 中⽌ 

◦恵那市防災訓練(8/30) ➡11 ⽉ 5 ⽇（⽊） 内容を変更して実施

◦岩村城跡清掃作業 ➡9 ⽉ 6 ⽇（⽇）午前 8 時〜受付（作業は８時半〜10 時半）



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
岩村城再建を⽬的として『岩村城再建構想基

⾦』募⾦箱は、岩村振興事務所、岩村歴史資料
館、岩村⼭荘、観光協会岩村⽀部、勝川家、⼟
佐屋に設置しています。この募⾦は、岩村城再
建基⾦として⼤切に積み⽴てられており、令和
元年度までの総額は 1,108,738 円、このうち昨
年度の募⾦額は 80,067 円でした。 

 
この基⾦の収⽀は、毎年開催されている岩村

城再建構想実⾏委員会総会にて報告がされてい
ますが、この紙⾯にて皆
さまにも報告させていた
だきます。 

皆さまのお気持ち、誠
にありがとうございまし
た。 

 
 
 

⾒どころ︓ヤマジノホトトギスが神社⿃居付近から開花し徐々に下⼭を始めます。獣害で年々株が 
減っているが、絶滅危惧種である⼩さなハクウンランが咲いています。 

 
   ヤマジノホトトギス  アメリカイヌホオズキ  オオカモメヅル     クズ       フタバラン 

 
       ウバユリ       コバギボウシ      フシグロセンノウ       ハクウンラン

三森山の８月の植物                               資料提供：岩村・山の会 

岩村城再建構想実行委員会より報告



     

 
 
 

恵那市では、郷⼟ゆかりの儒学者、佐藤⼀斎とその⾔志四録を
全国へ PR し普及するとともに、市の観光交流⼈⼝の拡⼤を⽬的
に「恵那市佐藤⼀斎⾔志四録普及特命⼤使」を委嘱しています。 

今年 7 ⽉、岩村町出⾝の朝⽐奈秀夫(あさひな ひでお)さんが 5
⼈⽬の同⼤使として市⻑から委嘱されました。 

朝⽐奈さんは⼤阪市在住で、ペンネーム「みのごさく」として
佐藤⼀斎や下⽥歌⼦など郷⼟の偉⼈について著書も多く出版さ
れ、講演会も開催されています。  
◂市⻑から委嘱書を受け取られた朝⽐奈さん(中央) 

 
 
◎いっしょにいこまい会                                  

８⽉ 21 ⽇（⾦）午前 10 時半〜 
介護保険について（専⾨員のお話）  
会費４00 円（お昼ご飯もあります）            

◎ 健康トレーニング 
８⽉ 19 ⽇(⽔) 午後 1 時半〜3 時 
８⽉ 26 ⽇(⽔) 午後 1 時半〜3 時 

1 回 500 円（予約不要） 
◎ 「親⼦遊びの場」は、9 ⽉よりスタート予定           

9 ⽉１⽇(⽕) 親⼦遊びとおやつ作り 
どら焼きにチャレンジ 参加費 1 家族 100 円         ▴久しぶりのいこまい会で 

コロナと暮らすための話 
※ 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  原⽥ 電話 43-0051 
                                                         ホームページ：http://www.ena-shakyo.or.jp/

 
 

 
⼈権相談では、⾝の回りで起こっている差別やいじめ、嫌がらせやストーカー、近隣とのもめごと

などの問題について、助⾔をしたり、その問題を取り扱う機関に紹介するなど、解決の⼿助けをしま
す。相談は無料で、相談内容の秘密は厳守されます。 

○電話での相談 
 ☏みんなの⼈権相談 110 番（全国共通）0570-003-110 
 ☏岐⾩地⽅法務局中津川⽀局 0573-66-1554 

○⼈権擁護委員による相談 
 ⼈権擁護委員は法務⼤⾂から委嘱されており、岩村町では堀尾佳裕さんと⼭⽥敏之さんが委員です。
 広報えなにも掲載していますが、毎⽉ 4 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の相談⽇︓8 ⽉ 13 ⽇(⽊)、12 ⽉ 10 ⽇(⽊）午後 1 時〜3 時 
 
問い合わせ 恵那市役所 社会福祉課 福祉総合相談係 ☏0573-26-2111（内線 191） 

インターネットによる相談もできます 
インターネット人権相談 検索🔍 

恵那市社会福祉協議会 岩村支部からのお知らせ   ８月の予定 

相談窓口の紹介  人権相談 

朝比奈秀夫さん(岩村町出身)を佐藤一斎「言志四録普及特命大使」に委嘱 



  
 
  
  

 戻ってきた「学校らしさ」 
学校再開から２か⽉が過ぎ、８⽉７⽇の終業式で１学期の締めくくりを迎えます。誰もが⼤変な時期

を経験した今年の前半でした。今まであたり前に感じていたことの⼤切さ、⼈と関われることのありが
たさを実感したことは、これからの⼈⽣においてきっとプラスになると思います。 

 
学校⽣活では、暑い中のマスク⽣活、⼿洗い消毒の実⾏など、⼤変なこともありますが、落ち着いた

学校⽣活に戻れたことに感謝しています。学校では、仲間と関わり合う時間がたくさんあります。そう
した関わりの中で、⾃分を⼤切にすることの意味、仲間を⼤切にすることの意味をあらためて考えてい
ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 

 
学校には元気な声が戻り、新しい学年での⽣活が始まりました。新型コロ

ナウイルス感染症予防の新しい習慣など、いつもの新学期とは違う始まりと
なりましたが、新しい先⽣や仲間と出会い、今年度の学校⽣活を本格的にス
タートすることができました。 

 
平成 29 年に公⽰され、令和２年度から順次（⼩学校から⾼等学校まで）

全⾯実施となる今回の学習指導要領の改定におきましては、「社会に開かれ
た教育課程の実現」を⽬指しています。恵那特別⽀援学校においても【児童
⽣徒⼀⼈⼀⼈の病気や障がいの状態に応じた適切な⽀援を通して、「児童⽣
徒⼀⼈⼀⼈が輝く」教育を⽬指す】という教育⽬標の実現のため、地域の皆
さまのお⼒添えをいただきながら、よりよい学校教育を⾏っていきたいと考

えています。  
当校の児童⽣徒が、地域の伝統や⽂化などを体験的に学ぶことができ

る場や、地域での清掃活動や販売活動など、地域の役に⽴つことができ
たという⾃⼰有⽤感がもてる機会がありましたら、ぜひ学校へ情報をお
寄せください。  
 

                              

▴ 道徳の授業 ▴ Ｊアラート訓練▴ 総合学習『温故知新』 弓道コース 

いわっこ元気だより！   今月は岩邑中学校 

こんにちは！ 恵那特別支援学校です 

▴ 地域での清掃活動 

◂ ⼩学部デイキャンプ



 
 
〜東美濃観光パスポート、９⽉１⽇から〜 

観光案内所・宿泊施設等になどに設置するパスポート発給所でパスポートを受け取った⽅、もしくは
電⼦パスポートの登録をされた⽅が、指定の観光施設や宿泊施設などで提⽰・利⽤すると、割引やプレ
ゼントなどの施設独⾃のおもてなし特典が受けられます。おもてなし特典を受ける⼜は⼀定の条件の観
光消費をした際にスタンプが押印・取得され、押印・取得されたスタンプ数に応じて東美濃特産品、宿
泊券などの景品に応募することができます。 
＜東美濃観光パスポートの楽しみ⽅＞ 

東美濃（恵那・多治⾒・中津川・瑞浪・⼟岐・可児・御嵩）の観光施設や
宿泊施設などでおもてなし特典が受けらえます。さらにスタンプを集めると
抽選で豪華賞品ＧＥＴのチャンスが得られます。 
＜パスポートの利⽤⽅法＞ 
①パスポート発給所で「東美濃観光パスポート」をＧＥＴ︕⼜はアプリで
電⼦パスポートの登録を⾏う。 
②ガイドブック掲載の参加施設からお⽬当てのお店へＧＯ︕ 
③参加施設でパスポートを提⽰⼜は QR コードを読み取り､スタンプを付与 
➃スタンプ３個以上で 10,000 円から 1,000 円の景品をプレゼント 
＜実施期間＞令和 2 年９⽉１⽇（⽕）〜令和３年２⽉ 28 ⽇（⽇） 

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

 

 

 ⼤永４年（1524）、岩村は何者かに攻められ、城下で⾏われた合戦で城主左衛⾨尉某が討死してしま
いました。実はこの前後の２年の間に、遠⼭岩村⽒は彼を含めて３⼈の当主が相次いで亡くなっている
可能性があります。 
 戦国時代になると、⼤名や国衆は⾼野⼭の⼦院（宿坊）に亡くなった家族の位牌を納めたり墓を設け
たりして供養するようになります。遠⼭⼀族は、岩村⽒が⼤永６年（1526）に初めて常慶院と結縁を

結び（⽂化２年（1805）閏８⽉⽇常慶院⼝上覚『御役所⽇記』）、
関ヶ原合戦後に復帰した明知遠⼭家も関係を続けました。 
 写真は、⽂化２年に常慶院から明知代官所に届けられた「遠⼭
御⽒御先牌写」（『御役所⽇記』所収）の冒頭部分です。法名の下
左の⽇付は命⽇、右は位牌を建てた施主です。「岩村城主遠⼭殿」
は宗桂⼤禅定⾨の死を契機として結縁を結び、⼀度に３⼈の位牌
を納めたと推定されます。珠王⼤禅定⾨は近世に作成された遠⼭
系図の多くが景前の⽗としていますが、これは誤りで、前回紹介
した⾹語と命⽇の⼀致する宗輝⼤禅定⾨が景前の⽗です。珠王は
宗輝の先代で、命⽇が近いことから混同したものと思われます。
⼤永６年に亡くなった宗桂も、宗輝や後の景前（法名「宗護」）景
任（同「宗吉」）と共通する「宗」を⽤い、城主クラスのみが⽤い
る⼤禅定⾨であることから、岩村城主である可能性が⾼いと考え
られます。 
 「岩村城主遠⼭殿」は景前と推定されます。彼は後年、岩村衆
の盟主として東美濃を代表する国衆に成⻑しますが、その第⼀歩
は⽗の戦死と跡を継いだ宗桂（兄か︖）の早世という、岩村⽒存
続のピンチから始まっていたのです。 （恵那市職員 三宅唯美）

観光協会からのお知らせ     パスポートを使って景品をゲット!!! 

▴ 「遠山御氏先牌写」 
(明智コミュニティセンター複写本から引用) 

岩村歴史再発見 ｖｏｌ．６８         知られざる岩村城の危機（下） 



            
       
 
 
          
 図書室からお知らせ 〜新しく購⼊した本の紹介〜  
📖⼤⼈向け 
・落⽇ （⾓川春樹事務所） 
・ザリガニの鳴くところ （早川書房） 
・⼗字架のカルテ -THE PSYGHIATRIST- (⼩学館) 
📖⼦ども向け 
・なぜ僕らは働くのか -君が幸せになるために考えてほしい⼤切なこと- 
・冒険︕発⾒︕⼤迷路魔法の王国 
・冒険︕発⾒︕⼤迷路巨⼤昆⾍の島 
・おやくそくえほん –はじめての「よのなかルールブック」- 
・かいけつゾロリうちゅう⼤さくせん（かいけつゾロリシリーズ 65） 
・かいけつゾロリスターたんじょう（かいけつゾロリシリーズ 66）  
 乳幼児学級の堀春美先⽣から紹介（乳幼児期の家庭教育学級担当、社会教育指導員） 
簡単︕❝おさかなと遊ぼう❞ ⽜乳パックで⼿作りおもちゃ  

材料＝洗って乾かした⽜乳パック、油性ペン 
① ⽜乳パックを切り開き、内側の⽩い部分に、油性ペンで⿂の絵を描きます。 
② 絵を切り取った⿂は、⽔に浮かばせて遊べます。 
③ ⽜乳パックの底の部分は、四⾓く切り取って床の上で回すと、コマのよう

にクルクル回ります 
油性ペンで⾊付けすると、回したときにきれいに⾒えます。  

コロナ対策では⼿洗いが⼤事です。⼿を洗った後、洗⾯所に⽔をためて⿂を浮かばせて遊ぶ楽しみが 
あれば、⼦どもは喜びます。お⾵呂でも浮かばせて遊ぶと、⾃分も⿂になったような気分です。濡れ 
るとお⾵呂場の壁にもくっつくので、さらに遊べます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION 

岩村コミュニティセンター
主な使⽤予定(８⽉)     

８⽉ 7 ⽇(⾦)  無料法律相談 
８⽉ 13 ⽇(⽊)  ⼈権相談 
８⽉ 15 ⽇(⼟） ことぶき結婚相談所
８⽉ 1９⽇(⽔) ⾏政律相談 
 

※新型コロナウイルス感染拡⼤の影響で 
変更になる場合があります。 

▴ 子ども向けの本の一部です

 
岩村町  

令和２年７⽉ 1 ⽇現在の⼈⼝・世帯表  
７⽉ ６⽉ 昨年７⽉

総数 4,852 ⼈ （▲7） 〈▲56〉
男性 2,344 ⼈ （▲3） 〈▲35〉
⼥性 2,508 ⼈ （▲4） 〈▲21〉
世帯 1,892 世帯 （▲2） 〈▲１〉

（ ）内は前⽉との⽐較 〈 〉は前年同⽉⽐
 

 
△⽔晶⼭への登⼭道 通⾏⽌めのお知らせ△ 

 
城⼭⼝から⽔晶⼭へのルートは、営林作業

のため、11 ⽉ 30 ⽇まで通⾏ができません。 
ウオーキングやトレッキングをされる⽅は、
ご注意ください。 

問い合わせ：恵南森林組合 ☏ 47-2811 




