ほっと・ホット・もっと

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
令和２年 10 月 1 日発行 №104

2020
広報いわむら

＊旧岩村振興事務所の活用案を提言しました
＊岩村城跡清掃作業のお礼
＊10/10〜10/23 まちなか子ども作品展
＊いわっこクラブが再開しました

ホットいわむらだより

頑張ったよ！ 稲刈り体験

9 月 19 日、富田地区の田園
で、
「いわっこクラブ」の小学生
を対象として稲刈り体験を実施
しました。今年度は、新型コロ
ナウイルスの感染拡大防止のた
め、一般募集は行わず「いわっ
こクラブ」の子どもたちで行い
ました。
黄金色に染まった日本一の田
園風景のなかで、稲の育ちや手
作業での刈り方等を学び、鎌を
使って、豊かな実りでこうべを
垂れる稲を刈り取り、わらで束
ねて、はざ掛けまで行いました。
爽やかな秋晴れの中、子ども
たちにとって、作業の大変さか
ら「お米のありがたさ」を知る
貴重な機会となりました。

佐藤一斎

一斎先生が言われました
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今月のひとこと（10 月）
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「雲烟は已むを得ざるに 聚 り、風雨は已むを得ざるに漏れ、雷霆は已むを得ざるに震う。
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斯に以て至誠の作用を観るべし。」（言志録 124）
（雲は自然現象のなかでやむを得ずして集まり生じ、風や雨も同じように、やむ
も
とどろ
を得ずに天上から漏れて来るし、雷も同様にやむを得ずに轟き渡る。これらを見
て、至誠の作用を考えるがよい。）
止むにやまれぬ誠の心から出た行為は人を動かし、社会を動かす。
西郷隆盛（南洲）は「南洲手抄言志録」（101 条）の第 11 条に引いています。
【NPO 法人いわむら一斎塾】

旧岩村振興事務所の活用方法案の提言について
令和 2 年 8 月 31 日に、岩村地域自治区運営協議会から小坂市長に旧岩村振興事務所の活用方法
案について提言が行われました。岩村地域自治区運営協議会から西尾公男会長、細井健吉副会長、小
栗廣泰副会長が出席し、小坂市長に全市的に受益のある施設として、生涯学習の推進、佐藤一斎をは
じめとする先人顕彰、文化財の保存活用及び観光の情報発信拠点での利活用を提言されました。活用
方法案の概要は以下のとおりです。市では今後この提言内容を踏まえた検討が行われます。
◇生涯学習及び本市が誇る先人顕彰の拠点施設
・市民が生涯学習を行うための拠点施設
・市民の先人教育又は市外からの来訪者も研修等ができる施設
◇歴史文化を生かした拠点施設
・展示スペース及び収蔵スペースの設置
・市全体の観光に関する情報発信拠点
※提言書の詳細は「ホットいわむら」のウェブサイト（http://hot-iwamura.com/）に掲載します
ので、そちらをご覧ください。

地域自治区ケア推進会議
令和 2 年度第 1 回地域自治区ケア推進会議（岩村）が８ 月 21 日に岩村コミュニティセンター
大ホールで開催されました。岩村町の福祉を担う８団体の代表者と市の行政関係者計 16 名が参加
し、岩村町の福祉における現状と課題や、課題の解決方策について議論されました。
あんしんカードの把握について、今後は民生委員と福祉委員は要援護者中心、自主防災隊は全体
を把握し、うまく情報を共有できるように検討すること。災害時の独居の高齢者の避難について、
事業所と行政が連携を取れるルール作りを進めること。岩村町の６つのボランティア団体の人員不
足等について協議され、各団体との連携強化を確認しました。
岩村ボランティア連絡協議会では、岩村町を共
に支えてくださるボランティアを募集していま
す。これから活動をはじめようと思っている方
は、各団体の活動内容をご覧いただき、自分にあ
った活動を見つけるための参考にしてください。
また、自分の得意分野を活かして、新たにボラン
ティア団体を立ち上げたいと考えている方もお気軽にお問い合わせください。
🍀

岩村ボアランティア連絡協議会の所属団体と活動内容の紹介
お問い合わせ︓恵那市ボランティア連絡協議会

日赤岩村分団
🍀高齢者の見守りや食事会の調理、
災害時の炊き出し
生活支援ボランティア杖の会
🍀体が弱い方の病院や買い物の送迎

岩村支所

みつばちの会
🍀独居高齢者への配食
（朴葉寿司、栗おこわ）
ひめの会（ひまわりの会）
🍀高齢者の食事会の調理

🍀

☎43-0051

岩村町食生活改善推進協議会
🍀食生活改善の普及と勉強会、
高齢者の食事会の調理
ひめの会（さくら会）
🍀高齢者の食事会の調理

岩村城跡一斉清掃作業

〜炎天のなか 147 名が参加〜

9月6日、今年2回目の城跡清掃作業が行われました。
当日は、城下町ホットいわむらと観光協会を中心に、消防団、東濃森
林管理署、町内有志の皆様を合わせて99名。それから、岩邑中学校の
生徒の皆様41名と先生方、恵那特別支援学校の生徒5名と先生方、合わ
せて147名の方々にご参加をいただきました。
今回は、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策として、作業中の
息苦しさを軽減するため、フェイスシールドを全員に配布しました。
残暑厳しい中、城跡本丸をはじめ、石畳や太鼓櫓、岩村歴史資料館周
辺や登城口など広範囲にわたり、草刈りや枝切り、草取り等の作業が行
われ、大変美しい景観となりました。
ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。

行事・イベント中止のお知らせ

まちなか子ども作品展
10 月 10 日(土)〜10 月 23 日(金)

○言志祭

○いわむら城下おかげまつり
いずれも岩村町の代表的な行事ですが、新型
コロナウイルス感染症の感染防止のため、参
加者や関係者の皆様の健康と安全を考慮し、
今年度は中止となります。

一斎先生の企画展
・会

期

・会

場

フェイスシールドを
着用しての作業

岩村本通りの勝川家と勝川哲男様宅にて
岩村こども園、小学校、中学校、恵那特別支援学校の児
童生徒さんが制作した絵画などが展示されます。
学校を飛び出してまちなかで作品を鑑賞できる貴重な
機会です。是非ご覧ください。

岩村歴史資料館で開催

令和 2 年 10 月 13 日(火)〜12 月 27 日(日)

※月曜休館(祝日と重なった場合はその翌日が休館)
※開館時間は午前 9 時〜午後 5 時(12 月は午前 9 時半〜午後 4 時)

岩村歴史資料館

１階展示スペース

・入場料

一般 300 円(65 歳以上 200 円､18 歳以下は無料)

・テーマ

岩村藩の中の佐藤一斎

美濃岩村藩出身の一斎先生は、幕末の儒学を主導し、幕末、明治の先人に大きな影響を与えました。
19 歳で藩籍を離脱し、学問に専心して大儒学者となられましたが、藩籍を離れた後も、岩村藩との関
係は続いていました。この展示会では、儒学者として大成した後の一斎先生と岩村藩との関わりを紹介
します。一斎先生とその学問が幕末の岩村藩に与えた影響について、思いを馳せてみませんか。

いわっこクラブ

本年度も始まりました

コロナ禍で見合わせていた活動も 9 月からスタート。
回数も、内容も、参加児童も縮小していますが、今、ここ岩村町で、小学生ができる
ことを活動に盛り込みました。10 月以降の活動予定は下記のとおりです。
本年度も、地域の皆さまに講師として関わっていただき、地域の大人と子どもたちが
顔見知りになる機会がもてることは嬉しく思います。
日にち
活動内容
講師
10 月 5 日(月)

マスクを染めてみよう

染織プロジェクトの皆様

11 月 9 日(月)

工作

いたやさとし様

12 月 21 日(月)

【家族参観】お正月かざり作り

鈴木孝司様

1 月 18 日(月)

パラリンピック競技

2 月 22 日(月)

ボッチャに挑戦

岐阜県障害者スポーツ協会

本町通りおひなまつりの餅花づくり

恵南商工会女性部の皆様

※いわっこクラブとは…･
小学生を対象にした放課後子ども教室で、岩村の教室の名称です。年度ごとに参加児童を募集し、放課後や週末等
に小学校体育館等を活用して、安全・安心な子どもの活動拠点を設け、地域の大人たちの協力を得て文化活動や軽ス
ポーツ、昔遊びなどの体験・学習活動を通じて、同異年齢の児童や地域住民との交流をしながら開催しています。

お問い合わせ
恵那市役所 生涯学習課

放課後子ども教室担当︓和田・加藤(平日 午前８時半〜午後５時 15 分)
☎26-2111（内線 474） 放課後子ども教室直通📞090-4400-0771

三森山の１０月の植物

資料提供：岩村・山の会

見どころ︓秋本番を迎えて、木々は実りの時期です。赤、紫、黒い実が各所で見られます。
ダムサイトではセンブリが、マルバノキは花を付けます。
参道全行程で多くのキノコが生えますが、ほとんどが食に適しません。
ツルリンドウ

センブリ

ツルリンドウ

マルバノキ

シラネセンキュウ

センブリ

ツルシキミ

ツリバナ

シラネセンキュウ

サルトリイバラ

岩邑中学校
体育祭
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！
秋晴れの下、岩邑中学校体育祭が 9 月 9 日に行われました。今回は新型コロナウイルス感染症予防
対策のため、競技内容などが制限された中での実施でしたが、大縄跳びの
跳ぶ人数を少人数単位にしたり、応援合戦の形態をダンスに変えるなど工
夫され、紅白各団が団結した、力強い姿が見られました。

恵那市社会福祉協議会 岩村支部からのお知らせ

岩村福祉センター 10 月の予定

◎ いっしょにいこまい会
みなさま福祉センターへ
お越しください！
10 月 23 日（金） 10 時半〜
リハビリ体操 会費 400 円
◎ 健康トレーニング（一回 500 円）予約不要
10 月 14 日(水) 午後 1 時半〜３時
10 月 28 日(水) 午後 1 時半〜３時
11 月 11 日(水) 午後 1 時半〜３時
◎ 毎週火曜日には、「親子遊びの場」の開設
10 月 6 日(火) 午前 10 時〜11 時半
10 月 20 日(火) 午前 10 時〜11 時半
11 月 10 日(火) 午前 10 時〜11 時半
◎ 第４回ふれあいサロン交流会…今年度は中止とさせていただきます。 ▴ 親子遊びの場 紙芝居の様子
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

☎43-0051

年 金 相 談

市内での年金相談日は、毎月「広報えな」でも掲載されていますが、事前に各会場へ予約が必要です。
持ち物︓年金加入記録のお知らせ､年金加入記録照会票、年金証書(年金受給者)、印鑑、年金手帳など
国民年金に関する相談
恵南各地区で年 1 回、年金相談を実施しています。
岩村コミュニティセンターでの相談日
10 月 21 日(水) 午前 10 時〜午後３時
予約先…岩村振興事務所 ☎43−2111
国民年金、厚生年金、遺族年金の請求等に関する相談
多治見年金事務所による相談の窓口を、市役所西庁舎に設置しています。
毎月第２、第４木曜日 午前９時半〜午後３時半
予約先…市役所保険年金課 ☎26−2111(内線 157)

事前に予約を
お願いします。

いわっこ元気だより！

今月は

岩村こども園

今年の夏は暑かった︕

プールで泳ぐことは出来ませんでし
たが、先生たちが知恵を出し合い、農業
用の散水パイプを園庭中に取り付けて
のシャワー遊び、 小さいプールをあち
こちに置いて、水鉄砲や色水遊び、 青
いビニールシートを張ってのスライダ
ー遊び、土と泥と水でのごっこ遊びを満
喫しました。
また、暑さの中、こどもたちは畑の草取りや水やりを頑張り、年少組はポップコーンをたくさん収
穫しました。年中組は、きれいなオクラの花を観察したり、あんな風に上に向かって伸びる野菜があ
る事も知りました。今は、落花生の収穫を心待ちしています。年長組は、たくさんのきゅうりや人参､
大根もとれ、観察画も描きました。 お蚕や、おたまじゃくし、かぶと虫や蝶の幼虫も丁寧に面倒を見
て、成虫になった喜びも知りました。

いつもとは違った夏も、元気いっぱいの岩村こども園のこどもたちでした。

こんにちは！ 恵那特別支援学校です
小学部の児童が毎日水やりをして育てた「ひまわり」が、大きく
成長しました。先日、小学部の児童が用務員さんに手伝ってもらい
ながら協力して高さを測ったところ３ｍ43ｃｍもあり、昨年の倍の
大きさになっていました。計測した結果を聞いて、思わず拍手する
子どもたち︕立派に成長した大きなひまわりが、たくましく生きる
子どもたちの姿に重なるようで、まぶしい一コマでした。
９月４日、当校に警察署の方を講師に招いて、高等部の生徒に向
け薬物乱用防止・情報モラル教室の授業を行いました。薬物に関し
ては、自分たちが使わない
ことはもちろんのこと、周
りの大切な人を守ること、情報モラルについては、身近なスマ
ートフォンの使い方や、危険性、自分が被害者だけでなく加害
者にならないということを学びました。一人ひとり他人事と思
わず、真剣な様子で話を聞きました。

観光協会からのお知らせ

３つのお得情報

宿泊割引キャンペーン、宿泊応援チケット発行!!

など…

〜国の「Ｇｏ To トラベル」とあわせて宿泊がさらにお得に!!〜
岩村を訪れたいと思っている友人、知人、親戚などの人に、下記の宿泊
割引・応援事業をゲットしてもらい、お得に泊まってもらおう。

〇恵那市観光商品券付き宿泊クーポン事業

「じゃらんネット」又は「楽天トラベル」の特集ページからクーポンを
取得し、サイトに掲載の恵那市内宿泊施設プランを予約。
宿泊プラン価格帯（税込）

20,000 円以上
10,000 円以上
5,000 円以上

大人 2 名以上
大人 1 名以上
大人 1 名以上

宿泊クーポン
観光商品券
割引額(税込)

4,000 円
2,000 円
1,000 円

割引合計額

2,000 円
1,000 円
500 円

6,000 円
3,000 円
1,500 円

※観光商品券は、「“えなてらす、いわむら。”」(岩村町観光協会)または、
恵那駅前「えなてらす」(恵那市観光協会)で､引換申込書に予約番号等を記入して受け取り。
＜対象地域＞岐阜県・愛知県・三重県・長野県・静岡県在住者限定
＜利用期間＞令和 3 年 1 月 14 日まで

〇恵那市宿泊応援チケット

指定した宿泊施設で利用できる宿泊券を、宿泊施設で購入。
額面 3,000 円の宿泊料金に使えるチケットを 2,000 円で販売。
1 人 5 枚まで購入可能（購入額 10,000 円で利用額 15,000 円）
＜利用期間＞令和 3 年３月まで
※いずれも国のＧｏTo トラベル事業(35％割引)との併用ができます。
※先着枚数限定のため利用期間中であっても終了することがあります。

〇恵那市観光商品券

★500 円の商品券が 13 枚綴られ１セット、6,500 円分の商品券を 5,000 円でゲット。
ネットで注文すれば、クレジットカード決済で支払いの手間もいらず、自宅に恵那市
観光商品券が届きます。
“えなてらす、いわむら。”でも販売中（1 人 3 セットまで）。
＜利用期間＞令和３年１月 14 日（木）まで
(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)

ライオンズクラブから岩邑小・中学校へ教材を寄贈
岩村、山岡、恵那、中津川、美濃坂下の各ライオンズクラブは､
ゾーン活動として毎年一地区へ寄贈をされています。今年度は､岩
邑小学校に､オンライン学習用ノートパソコン 1 台と学校図書館
に設置するアクリル製間仕切り 12 個、岩邑中学校に､女子バスケ
ットボール部のユニホーム 15 着を､両校の希望に沿って贈られま
した。寄贈には､五クラブのゾーンチェアパーソンを務める足立能
夫さん､ゾーンチェアパーソンアシストの西尾和洋さん、岩村ライ
オンズクラブ会長の後藤俊彦さんが恵那市教育委員会を訪問し､教育長へ寄贈品を手渡しました。

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION

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

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、毎月１回、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。仲づくりと、子どもを通して子育てや岩村地域との関わり方を学ん
でいただくことを目標に活動をしています。毎回、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。皆様のお越しをお
待ちしています。
○日 時
○場 所
○内 容
○材料費

11 月５日（木）午前 10 時から
岩村コミュニティセンタ― 大会議室
防災備蓄用の非常食及びローリングストックを学びます
200 円程度

乳幼児学級とそのＯＢの皆さんによる おしゃべり会の開催
新型コロナウイルスの感染拡大防止の影響で、大人も子どもも疲弊して毎日を生活されていることと思
います。そんな中、月 1 回、子どもを囲みながら皆さんで困ったことや育児について話し合います。
仲間づくりから始め、若い力を発信していきましょう。
○日 時
10 月 26 日（月）午前 10 時から
○場 所
岩村コミュニティセンター 和室
○申し込み先 岩村コミュニティセンター ☎43-3722（田中）
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・電話対応がすぐに対応できないことが
あります。大変申し訳ありませんが、ご理解のほどお願いいたします。
岩村コミュニティセンター
主な使用予定(10月)

※乳幼児学級、コミュニティセンター使用予定とも、
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。

10 月 9 日（金）無料法律相談
10 月 17 日（土）ことぶき結婚相談所

🅿 駐車場利用についてお願い 🅿

旧岩村振興事務所や岩村コミュニティセンターの駐車場に、長期間駐車をされている車両を見かけます。
施設利用者や観光客の皆様の利用に支障をきたさないよう、ご協力をお願いします。
岩村町 令和２年９月 1 日現在の人口・世帯表
９月
総数

８月

昨年９月

4,843 人 （▲4） 〈▲62〉

男性
2,335 人
女性
2,508 人
世帯
1,891 世帯
（ ）内は前月との比較

（▲1） 〈▲41〉
（▲3） 〈▲21〉
（▲1） 〈▲９〉
〈 〉は前年同月比

