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ホットいわむらだより

2020.8.13 疫病退散︕2020「ふるさと創⽣花⽕」

〜2020「ふるさと創⽣花⽕」実⾏委員会のメッセージ〜

８⽉ 13 ⽇に実施された
2020 ふるさと創⽣花⽕､
皆さまご覧いただけたで
しょうか?

始まりがあれば必ず終わりがあります。
明けない夜はありません。
明⽇を信じ、未来を信じ、それぞれが感染予防
に取り組んで、今を乗り越えましょう︕

新型コロナウイルスの終
息を祈願し、2021 年には
「ザ･縁⽇」でお会いしま
しょう。

⼀斎先⽣が⾔われました
ちゃくがんたか

すなわ

佐藤⼀斎
り

み

今⽉のひとこと（９⽉）

き

「 著 眼 高ければ、 則 ち理を見て岐せず。」（⾔志録 88）
（物事を⼤所⾼所から⾒るようにすれば、道理がよく⾒えて迷わなくなる。）
⼈はいろいろな問題を抱えると、⽬先のことばかりにとらわれて全体が⾒えなくな
ります。このような時にこそ、物事を⼤所⾼所から⾒るようにすることが⼤切です。
⻄郷隆盛（南洲）は「南洲⼿抄⾔志録」（101 条）の第６条に引いています。
【NPO 法⼈いわむら⼀斎塾】

2020.8.13 疫病退散︕2020「ふるさと創⽣花⽕」
新型コロナウイルスの感染が広がり、岩村の夏秋を彩る各種イベントが軒並み中⽌となりました。
夏の最⼤のイベントである「ザ・縁⽇」も同様に中⽌が決定。城下町ホットいわむらと商⼯会⻘年部の有志が、せめ
て花⽕だけでも打ち上げることができないかと、コロナ禍のなかで安⼼して「できる⽅向性」について話し合いを重ね、
開催に⾄りました。
コロナ退散を祈願し「ふるさと創⽣花⽕」として約 100 発の花⽕が打ち上げられました。

えなっこチャンネルのＣＭ
夏祭り⼤賞 本町四丁⽬
パーフェクトヒューマン お笑い芸⼈⼤集合

YouTube 等の⽣番組最終打ち合わせ

消防団を含めたスタッフは 40 名

打ち上げを待つ「打揚筒」

【御礼】
2020「ふるさと創⽣花⽕」の実施につきまして、町内の皆様にはご理解とご協⼒を
頂き、誠にありがとうございました。
岩村町の夏秋のイベントが軒並み中⽌となり寂しさと重苦しさが漂う中、花⽕で恵
那市を元気にしたい︕と思いから、花⽕の開催を決めました。
「ふるさと創⽣花⽕」の打ち上げについて、新型コロナウイルスの感染拡⼤防⽌の
ため、会場を無観客とし、周辺道路を通⾏⽌めにさせて頂くというこれまでにないや
り⽅で実施をさせて頂きました。町内の皆様には、コロナ対策の花⽕という趣旨を⼗
分にご理解いただき、会場周辺は混乱もなく無事に花⽕を打ち上げることができまし
た。深く感謝申し上げます。
今年の「ふるさと創⽣花⽕」は、終息の⾒えないコロナ禍において、
『安⼼してご覧
いただける花⽕』をコンセプトに、⾃宅や近所からご覧いただくようお願いをさせて
頂いたほか、えなっこチャンネルでの⽣放送や YouTube・Facebook による⽣配信に
より、映像を通して花⽕をご覧頂けるよう新たな取り組みをいたしました。毎年「ザ・
ふるさと創⽣花⽕
縁⽇」で⾳楽に合わせて打ち上げられる⾳楽花⽕をイメージできるよう、実⾏委員会
実⾏委員会
が選曲した⾳楽をのせて放送・配信しました。
⼩栗委員⻑
暗く出⼝の⾒えないニュースが多いなか、
「ふるさと創⽣花⽕」が皆様のひとときの
癒しになったとしたら幸いです。
2020「ふるさと創⽣花⽕」は、商⼯会⻘年部（有志）、ふるさとえな応援寄付⾦、城下町ホットいわむらの財源を活
⽤して実施いたしました。また、㈱オザキ様、恵那市消防団岩村分団様、岩⾢中学校様、会場周辺の⼟地所有者様、近
隣⾃治会の皆様、岩村警部交番様、アンドー電器様、アミックスコム様、⼀⼆三会様、岩⾢会様、花林様、岡部様、加
藤煙⽕様にご協⼒を頂きましたので、ご報告させて頂きます。
2020「ふるさと創⽣花⽕」実⾏委員会

委員⻑

⼩栗廣泰

令和３年度地域のまちづくり活動事業の助成団体を募集
岩村町では『“消滅しないぞ いわむら” 〜⼈が元気 ⼈が輝く ⼈が財産〜』をキャッチフレーズ
とし、「訪れたいまち」「住み続けたいまち」「笑顔あふれるまち」を基本理念にまちづくりを進めて
います。
この理念に基づくまちづくり活動（ソフト事業）に対して、最⼤50万円までの助成をします。
皆様のアイデアあふれるまちづくり活動を⽀援する事業ですので、この機に応募してください。
（例）空き家の活⽤、特産品開発、健康づくり、伝統⽂化の継承など。
■応募⽅法︓所定の申請⽤紙に必要事項を記⼊し、
9⽉30⽇（⽔）までに岩村振興事務所へ提出してください。
※申請書類は岩村振興事務所にあります。
■対象団体︓岩村町内でまちづくり活動を⾏う団体（5名以上）

恵那市公式キャラクター『エーナ』

■補助⾦額︓上限50万円/事業
■審査⽅法︓岩村地域⾃治区運営協議会で⼀次審査を⾏い、その後市の最終審査を経て決定となります。
■お問合せ︓岩村地域⾃治区運営協議会事務局（岩村振興事務所）43-2111

森林･林業業者がボランティアで岩村城跡周辺を整備
8 ⽉ 7 ⽇、名古屋林業⼟⽊協会 付知､中津川､坂下⽀部と、名古屋
造林素材⽣産事業協会 東濃⽀部の皆さん 31 名が、ボランティア活
動として岩村城跡周辺の整備をしていただきました。
この活動は、林野庁中部森林管理局が奨励する「森林･林業社会貢
献活動」に賛同した両団体が毎年、地域と国有林が密接に関わる場所
である岩村城跡周辺で取り組まれているものです。

▴ 伸びきった枝を切り落とし、松が見栄え良くなりました

素⼈では困難な斜⾯の草刈りや枝の除去、ガードレールの清掃作業
などを⾏っていただき、気持ち良く登城できる環境となりました。
地元の私たちも､次回 9 ⽉６⽇の岩村城跡清掃作業で更に美しく
して､秋の観光シーズンを迎えたいですね。

おかげまつり 中止のお知らせ
11 ⽉に予定していました〈おかげまつり〉は、WRC 世界ラリー選⼿権の中⽌及び新型コロナウイル
スの感染拡⼤防⽌を踏まえ、開催を断念することにしました。2020 いわむら城下おかげまつり実⾏委員会

資源回収ステーションの設置と愛称募集について
今秋、新聞や雑誌・アルミ⽸などを⼀度にいつでも
持ち込むことができる「資源回収ステーション」が岩
村コミュニティセンター駐⾞場内に開設されます。

資源回収ステーションのイメージ

●資源回収ステーションのメリット●

○○○○○←ステーションの愛称

①地域から出る貴重な資源を市内の業者が再利⽤・
再製品化し、再び市内に流通させることで、資源
が市内で循環する
②これまではごみとして処分されていた紙ごみなど
が資源化され、ごみの減量につながる
③回収ステーションに集められた資源の売却益は、
地域の収⼊となり、地域に還元される
資源回収ステーションの設置は①〜③を実現する
「⼀⽯三⿃の新しい仕組み」です。

上のイラストは実際に設置するものとは異なります

●資源回収ステーションの愛称とデザインを募集します●
岩村地域⾃治区運営協議会では、①岩村らしい ②資源回収の趣旨が伝わるもの ③環境をイメー
ジするもの などを盛り込んだ愛称とコンテナのデザインを募集します。ご応募いただいた愛称とデ
ザインについて、命名や装飾の参考にさせて頂きます。
ちなみに、既に開設している⼭岡町の資源回収ステーションの愛称は「ヒマリーステーション」です。
応募は、令和 2 年 9 ⽉ 15 ⽇（⽕）までに下記へ。様式は問いません。
【応募先】岩村振興事務所 電話 43-2111 ＦＡＸ43-0159 ✉ iwamurashin@city.ena.lg.jp

三森山の９月の植物

資料提供：岩村・山の会

⾒どころ︓神社横の茂みの中でツルニンジンが、ダムの上流部ではアケボノソウが、不動の滝では
クルマバハグマが⾒られます。ミツバアケビが熟して⾷べ頃を迎えます。

タマアジサイ

アケボノソウ

ツルニンジン

フクオウソウ

ミツバアケビ

クルマバハグマ

よやくる号
バス停の追加と当日予約の延長についてのお知らせ
令和
2 年 10 月 1 日から「岩村デマンド交通よやくる号」のバス停が、５箇所追加、１箇所移設されます！
令和 2 年 10 ⽉ 1 ⽇から【岩村デマンド交通よやくる号】のバス停が､５箇所追加､１箇所移設されます。
🚕追加箇所・新市場（新市場⾃治会内）新市場ごみステーション隣
・打杭奥（七区⾃治会内）打杭公会堂より約 400ｍ奥
・⻄町⼆丁⽬（⻄町⼆丁⽬⾃治会内）鈴⽊順⼆商店前
・天瀑⼭⼝（⼤根洞⾃治会内）天瀑⼭⼊⼝から約 250ｍ奥
・蕨平（⼤根洞⾃治会内）蕨平公会堂前
🚕移設箇所・⼤根洞 ⼤根洞防⽕⽔槽から滝頭⽅⾯へ約 200ｍ移動

※これは、自治会からの要望を元に、
公安委員会や運行事業者、土地所
有者との協議を行い、恵那市公共交
通会議で承認されたことにより、設置
及び移設されるものです。

現在、前⽇予約に加えて当⽇予約の試⾏を実施していますが、
試⾏期間が令和 3 年 3 ⽉ 31 ⽇まで延⻑となりました。この機会にぜひご利⽤ください︕

恵那市社会福祉協議会 岩村支部からのお知らせ
◎ いっしょにいこまい会
９⽉ 18 ⽇（⾦） 10 時半〜 会費４00 円
五平餅会はコロナ対策の為やめますが、昼⾷はあります。
距離を取り皆さんでおいしくいただきましょう。
◎ 健康トレーニング（⼀回 500 円） 予約不要
9 ⽉ ９⽇(⽔) 13 時半〜15 時
9 ⽉ 23 ⽇(⽔) 13 時半〜15 時
10 ⽉ 14 ⽇(⽔) 13 時半〜15 時
◎ 毎週⽕曜⽇には、「親⼦遊びの場」の開設
９⽉ １⽇(⽕) 10 時半〜11 時半 親⼦遊び
９⽉ 15 ⽇(⽕) 10 時半〜11 時半 親⼦遊び
◎ 第４回ふれあいサロン交流会は中⽌とさせていただきます。

岩村福祉センター ９月の予定

▴ いこまい会 三密を避けてお食事
みなさん福祉センターへ
お越しください！

※今後、新型コロナウィ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
ホームページ︓http://www.ena-shakyo.or.jp/

相談窓口の紹介

電話 43-0051

恵南地域包括支援センター

地域包括⽀援センターは、⾼齢者に関するあらゆる相談に対応する「⾼齢者総合相談窓⼝」

です。
⾼齢者の介護・福祉・健康などに関する相談について、社会福祉⼠、保健師、主任ケアマネジャー
などの専⾨職員が、医療・福祉・地域のさまざまな関係機関と連携し、包括的なサポートを⾏います。
また、体⼒低下、もの忘れなどを感じている⽅や不安に思っている⽅には、市の実施するサービス
の紹介や、⾃⽴した⽣活を送るための⽀援をしています。

お困りごとなど、お気軽にご相談ください。
お電話をいただければ、自宅に訪問してお話を伺うこともできます。

恵南地域包括⽀援センター（⼭岡振興事務所内）

☏ 57-3030

いわっこ元気だより！

今月は岩邑小学校

自分たちでよりよいものに
学校再開後、６月の中旬からスタートした委員会活動が軌道
に乗り、岩邑小学校での生活をよりよくするために５･６年生
が活躍しています。
児童会執行部は、気持ちのよい挨拶ができるように、「先が
け挨拶」
「立ち止まって挨拶」
「名前をつけて挨拶」などの目指
す姿が書かれたパズルを各教室に配り、取組を進めています。
また、体育委員は、廊下は歩き、落ち着いた生活ができるよう
に、「子ども安全パトロール」のたすきをかけ、iPad を片手に
▴ 元気いっぱいキャンペーンのパズル
全校の様子をよく見て、呼びかけをしています。
委員会の継続した取り組みによって、学校内での子どもたちの様
子に変化が見られるようになりました。廊下は急いでいても走らず
早歩きで。走っている子には仲間同士で呼びかけ。元気に先がけ挨
拶。立ち止まってお辞儀をして挨拶。名前を付けて挨拶。など、委
員会からの呼びかけに「応える」姿が広がっています。
７月には、お客様がいらっしゃる機会がたくさんありましたが、
その時には、「岩邑小学校の子たちは、気持ちよく挨拶してくれま
すね。」と、大変うれしい声をいただきました。
これからも「自分たちの生活は、自分たちでよりよくする」とい
▴ 廊下で子ども安全パトロール
う思いを行動につなげ、岩邑小学校の宝物を増やしていけるように
したいと考えています。

こんにちは！ 恵那特別支援学校です
この度、当校児童生徒と PTA、そして職員が協力して、恵那市内の「協和ダンボール」と新型コロナ
ウイルス感染症防止に対応できる「児童生徒学習机用遮蔽版」を共同開発しました。このことにつきま
しては、岐阜新聞にも掲載されました。遮蔽版は、紙のダンボールではなくプラスチィック製のダンボ
ールを使用し、学校保健法に定められている机上 300 ルクス以上の明るさを確保。また、日々の消毒
にも耐え、⾧期間の使用が可能なものとなっています（協和ダンボールの直販サイトで受注生産となっ
ています）
。
同社はグループに、障がい者就労支援Ａ型事業所「ウェル協和」をもち、
当校卒業生を多く受け入れています。今回は、その縁で共同開発の協力をさ
せていただくことになりました。他にも「避難所用障がい者ダンボールベッ
ド」の開発においても、協力させていただいております。
「支援を受けてきた子どもたちが、社会人として支援に参加していく。母
校の PTA や児童生徒も知恵を出して協力していく。
」という支援の輪をこれ
からも大切にしていきたいと考えています。
児童生徒学習机用遮蔽 ▶

観光協会からのお知らせ

岩村城址が第１５位にランクイン!!

〜世界最⼤の旅⾏サイト「トリップアドバイザー」の「旅好きが選ぶ︕⽇本の城ランキング 2020」〜
世界最⼤の旅⾏サイトを運営する「トリップアドバイザー」の⽇本法⼈が発表した「旅⾏好きが選ぶ︕
⽇本の城ランキング 2020」が８⽉ 13 ⽇に発表され、岩村城址は、⼀昨年の 10 位、昨年の 13 位に引
き続き、本年度は第 15 位となり、３年連続⽇本全国 TOP20 にランクインしました。
第 １位
第 ２位
第 ３位
第 ４位
第 ５位
第 ６位
第 ７位
第 ８位
第 ９位
第１０位
第１１位
第１２位
第１３位
第１４位
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第１７位
第１８位
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姫路城
（兵庫県姫路市）
松本城
（⻑野県松本市）
松⼭城
（愛媛県松⼭市）
松江城
(島根県松江市)
⼆条城
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勝連城跡 (沖縄県うるま市)
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⾸⾥城
（沖縄県那覇市）
熊本城
（熊本県熊本市）
中城城跡 （沖縄県北中城村）
皇居東御苑(旧江⼾城本丸跡)(東京都千代⽥区）
座喜味城跡(沖縄県読⾕村）
彦根城
（滋賀県彦根市）
宇和島城 （愛媛県宇和島市）
貴重な歴史遺産
岩村城址 (岐⾩県恵那市）
を維持･整備し
⾦沢城
（⽯川県⾦沢市）
岩国城
(⼭⼝県岩国市）
て､日本のお宝を
⽝⼭城
（愛知県⽝⼭市）
守っていきまし
⼤阪城
（⼤阪府⼤阪市）
ょう！
丸岡城
(福井県坂井市）

(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．６９

見栄え重視?の遠見櫓

岩村城⼋幡曲輪には２棟の⼆重櫓がありました。このうち⼋幡神社の裏にあるも
のを⼋幡櫓、その⻄の侍屋敷の北⻄⾓にあるものを遠⾒櫓と呼んでいます。
遠⾒櫓は、城の最も北にあり、城下町や武並⼭から飯⽻間、富⽥、その遠景の⼣
⽴⼭や根ノ上、恵那⼭が⼀望にできることから、このように呼ばれていました。現
在は⼤きな樹⽊が⽣い茂り視界を遮っていますが、それでも⽬を凝らすと樹間から
富⽥の農村⾵景を⾒ることができ、往時の眺望を想像することができます。岩村城
の櫓の中では最も眺めのいい、逆に⾔えばどこからでもよく⾒える⼀番⽬⽴つ櫓と
いえるでしょう。

▴享保３年城絵図に描かれた遠見櫓
と現在の遠見櫓跡

その⼤きさは元禄15年（1702）の岩村城請取や明治６年（1873）
の払下⼊札の記録では、梁⾏３間×桁⾏４間半（5.4ｍ×8.1ｍ）と
しており、⼆重櫓の中では⼩ぶりなほうです。外観は、享保３年
（1718）城絵図では城下町に⾯した窓は１階・２階ともに⽕頭窓
としています。そして絵図では描かれていませんが、城下町に⾯し
た側の櫓の基礎は野⾯積みの髙⽯垣となっています。⼤⼿三重櫓が
城下の本通りから望⾒すると正⾯になるように建てられているこ
とは有名ですが、すぐ横にある遠⾒櫓も同じように、城下から⾒ら
れることを意識してデザインされているようです。場所によっては、
⼆つの櫓が並び建つ連⽴天守のように⾒えたかもしれません。
（恵那市職員 三宅唯美）

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION

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

岩村乳幼児学級を開級します

☆⽬標…･未満児に必要な親の学びと交流、親の⾃主性を育む
☆対象…･０〜３歳児を持つ保護者
☆岩村コミュニティセンター窓⼝にて申し込みください
学習テーマ

⽉⽇

9/3

学習内容・⽅法

10/1

【防災】
備えと乗⾞体験

（⽊）
11/5
（⽊）
12/3
（⽊）

ローリングストック(⽇常備 材料費
蓄)を学びます。
200 円程度
クリスマスの絵本の読み聞かせと、
ク クリスマスの思い出を作り 講師
ます。
⾜⽴伊公⼦先⽣
リスマスのパネルシアターで遊ぶ
ヨガを通して親⼦のふれあ
いを感じてリフレッシュ。 講師
親⼦でヨガを楽しむ
⾃宅でもできるヨガを学び 横光亜由美先⽣
ます。
お兄ちゃん、お姉ちゃん、
いわむらこども園へ⾏き、
園児たちの お友達の様⼦を⾒学。園⻑
先⽣と懇談をして不安解消
⽣活にふれ、雰囲気に慣れる
します。

【防災】
⾮常⾷

防災備蓄⽤の⾮常⾷について学ぶ

クリスマス会

1/7
（⽊）

【健康】
親⼦ヨガ

2 ⽉中

【交流】
こども園訪問

3/4
（⽊）

閉級式

備考

広々とした⾒晴らしの良い
お城⼭で開級式
お城⼭で、新しいお⺟さん
を迎え交流します。
今⼀度防災について触れ、
⾝近な岩村消防署へ⾏き、
防災のお話 備えを確認し、⼦連れでの 講師
岩村消防署
と消防⾃動⾞の乗⾞体験
防災の再確認をします。

開級式

（⽊）

ねらい

卒級証書をもらい、
頑張って参加した 次年度の計画の説明をしま
ことを誉め合う
す。

図書室の新刊紹介

流⼊道中記 上
流⼊道中記 下
カケラ
オルガ
疫病 2020
パンどろぼう
アンパンマンとつみきのしろ

岩村コミュニティセンター
主な使⽤予定(９⽉)

（中央公論新社）
（中央公論新社）
（集英社）
（新潮社）
（産経新聞出版）
（KADOKAWA）
（フレーベル館）
乳幼児学級、コミュニティセンターの使⽤予定とも、
新型コロナウイルス感染拡⼤の影響で中⽌及び変更
する場合があります。
岩村コミュニティセンター ☎４３－３７２２

９⽉ 11 ⽇（⾦） 無料法律相談
９⽉ 19 ⽇（⼟） ことぶき結婚相談所

岩村町
令和２年８月１日現在の人口・世帯表
総数

８⽉

７⽉

昨年８⽉

4,847 ⼈

（▲5）

〈▲69〉

男性
2,336 ⼈
（▲8） 〈▲47〉
⼥性
2,511 ⼈
（＋3） 〈▲22〉
世帯
1,892 世帯 （±0） 〈▲7〉
（ ）内は前⽉との⽐較 〈 〉は前年同⽉⽐

ホットいわむらだより 8 ⽉号 3 ページ中段記事に記載
しました、後援会会計の⽅の⽒名に誤りがありました。
「⻄尾和弘さん」と記載しておりますが、正しくは
「⻄尾和洋さん」となります。
以上のように訂正し､ここに謹んでお詫び申し上げます。

