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 30 日発行 №105

2020
広報いわむら

＊空き家掘り起し奨励金制度を活用ください
＊恵那南高校へイベントチラシの作成を依頼
＊いわむら昔話を紹介します
＊中学校マラソン大会 応援してください

ホットいわむらだより

岩村こども園・岩邑小学校

運 動 会
コロナ禍を吹き飛ばすように、
子どもたちはグラウンドを力いっぱい
走りました！

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（1１⽉）

ひゃくじゃたいちょう

「閑想客感は、 志 の立たざるに由る。一志既に立ちなば、 百 邪 退 聴 せん。
これ
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之を清泉 湧 出 すれば、旁水の 渾 入 するを得ざるに譬う。」（言志後録 18）
さだ

暇 にまかせた物思いや、あれこれ落ち着かないのは、⼈⽣の⽬標(志)がしっかりと定まっていな
じゃねん

たいさん

いからです。ひとたび⽬標（志）が定まれば、あらゆる邪 念 は退 散 してしまいます。これは、
わ

きたな

こんにゅう

ちょうど清らかな湧き⽔が湧き出すと、そばの 汚 い⽔が湧き⽔に 混 ⼊ できないようなものです。
【NPO 法⼈いわむら⼀斎塾】

空き家に困っていませんか
空き家を放置していると…
・建物が⽼朽化し、屋根や外壁が落下、倒壊、窓ガラスが破損するなど、傷みが進⾏する
・建物の倒壊により、隣接地に損害を与えたり、通⾏者に怪我をさせる危険性がある
・不審者が侵⼊したり、不法投棄をされる恐れがある
・放置された庭⽊に害⾍が発⽣する原因になる
・いざ修繕や活⽤を思い⽴っても、多額の費⽤が掛かってしまう
など、空き家の所有者にとってはデメリットが膨らむばかりです。
少しでも早く解決するための⼿段の⼀つに「恵那市空き家バンク制度」があります。
この制度では、空き家を登録していただくことにより、空き家を借りたい⽅や買いたい⽅に、物件の
情報提供をします。
地域の皆さんもご協⼒ください
空き家の掘り起しや、空き家への移住後のフォローについては、⾃治会や地域住⺠の理解、協⼒が
不可⽋であることから、地域での意識醸成と空き家バンク登録促進を図るため「空き家掘り起し奨励
⾦制度」があります。この制度は、
🏠地域団体の働きかけにより、空き家の所有者が空き家バンクへの登録に同意した上で新規登録した
場合、その活動に対し奨励⾦を⽀給します。
🏠上記の活動により登録された空き家が成約された場合、その活動に対する奨励⾦を⽀給します。
🏠岩村町では、空き家バンクへの登録ができた場合、持ち主へ５万円⽀給されます。
空き家で困っていらっしゃる⽅は、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ

寿クラブ

恵那市 岩村振興事務所

☎43-2111

旧振興事務所周辺をボランティア清掃

10 ⽉ 5 ⽇、柳町と⽯畑の壮健クラブ「寿クラブ」の皆さんが、旧岩村振興事務所周辺の草取りや
植⽊を⼿⼊れしていただきました。この⽇は約 20 名で 2 時間ほど、広い敷地を丁寧に作業していた
だきました。お陰様で、気持ち良く観光客を迎え⼊れることができます。
寿クラブさんは毎年、年に１〜2 回、この清掃ボランティアを実施されています。
ご協⼒ありがとうございました。

いわむら城下町のひなまつり
賑わい構想委員会が
恵那南高校とコラボ
2021 年春に開催予定の「いわむら城下町の
ひなまつり」を主催する「いわむら城下町のひ
なまつり賑わい構想委員会」が恵那南⾼校と協
⼒して、イベントチラシを作成することとなり
ました。
10 ⽉ 7 ⽇､賑わい構想委員会のメンバーが恵
那南⾼校を訪問。情報デザイン系列の⽣徒にイ
ベントの概要や作成予定のチラシの規格、作成
のスケジュール等についてプレゼンしました。
⾼校⽣のアイデアでこれまでになかった新しい
視点でチラシが作成されることが期待され、12
⽉ 15 ⽇までに作成されます。
どんなチラシができあがるのでしょうか︖
楽しみですね︕

マイナンバ

ー

注意事項

○本⼈確認書は、写真付きのものなら 1 点
(運転免許証、⾝体障害者⼿帳、パスポート等）
写真なしのものなら 2 点
(健康保険証､介護保険証､年⾦⼿帳､医療受給者証等）
○下記 2 種類の暗証番号を決めてきてください。
・署名⽤電⼦証明書は６〜16 桁の英数字
・利⽤者⽤電⼦証明書は 4 桁の数字
○申請後、市役所にマイナンバーカードが届くまでに
1 か⽉程度かかります。
カードが届き次第、ご本⼈様に連絡いたします。

いわむら昔ばなし余話
この本は、岩村の昔話を今のうちに残し、築きあげてきた地域の⽂化を⼦
孫に継承していくことに少しでも役⽴てれば…との思いで「いわむら町づく
り実⾏委員会」により平成８年に発⾏されました。
この貴重な本の中から毎回⼀話､ホットいわむらだよりで紹介します。

城山の竹藪
城山の、一の門と二の門（土岐門）の間は勾配が強く、曲がっています。
その側に竹藪があり、それは自然の藪ではなくて植え付けたものだそうで
いくさ
す。竹を栽培して竹皮をたくさん貯蔵しておき、 戦 のときあの急坂に敷き
詰めます。そうすれば、下から攻めてきた敵は滑って登れません。そこを上
から攻撃するわけです。竹皮で城を守ったそうです。

いわっこクラブ

藍染でオリジナルマスクを作りました

10 ⽉のいわっこクラブでは、染織プロジェク
トの⽥⼝修さんに教えていただいてガーゼマス
クの藍染体験をしました。
⼀⼈ひとりが選んだ絵柄型染めから始まりま
した。割り箸や輪ゴムを使って柄が付くように加
⼯をしてから藍染液へ。⽩いマスクがきれいな藍
⾊に染まりました。
完成したステキなデザインのマスクを嬉しそ
うに⾒せてくれました。布を染める体験をした⼦どもたちが、⾃分で作ったマ
スクを使うのが楽しみですね。
お問い合わせ

恵那市役所⽣涯学習課 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

恵那南高校の生徒さんが制作しました

一斎先生のモザイクアート

恵那南⾼校 1 年Ａ組の⽣徒さんが、学校⽂化祭での展⽰物とし
て、佐藤⼀斎先⽣の肖像画を５⾊のつまようじで制作されました。
展⽰制作を通して、市外から通う⽣徒さんにも郷⼟の偉⼈ ⼀斎先⽣
を知ってもらうことができました。
この展⽰は岩村休憩所(旧岩村振興事務所内/午前
10 時~午後 3 時)で観ることができます。
片目部分を間近で観ると…►

三森山の１１月の植物

資料提供：岩村・山の会

三森⼭の紅葉は 10 ⽉下旬から 11 ⽉初旬で、神社裏の展望台からの眺望と、三⾓点から鈴が根への
尾根沿いで⾒られます。また、冷え込んだ早朝に展望台からは、岩村盆地を覆う雲海を⾒ることができ
ます。展望台付近では、キッコウハグマの花が⾒られ、この花を最後に三森⼭の植物は冬眠を迎えます。

ツチグリ

紅葉（11 ⽉中旬まで）

ヌメリイグチ

キッコウハグマ

雲海（10 ⽉から 11 ⽉）

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 1１月の予定

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！

◎ 美容・健康トレーニング（一回 500 円）予約不要
11 月 11 日(水) 午後 1 時半〜３時
11 月 25 日(水) 午後 1 時半〜３時
各サロン活動も
徐々に始めていますよ►
12 月 9 日(水) 午後 1 時半〜３時
◎ いっしょにいこまい会
11 月 13 日(金) 午前 10 時半〜（参加費 400 円）
福祉センター内でお買い物ツアー
（ひとつばたご･モグハウスエンジェル）
※岩村町にお住まいのおおむね 65 歳以上の方なら､どなたでも参加できます。
◎ 毎週火曜日には、「親子遊びの場」の開設
11 月 10 日(火) 午前 10 時半〜11 時半 芋ほりごっこ･親子遊び･絵本
福祉センターへ
11 月 24 日(火) 午前 10 時半〜11 時半 木の実で遊ぼう･親子遊び・絵本
お越しください！
12 月 1 日(火) 午前 10 時半〜11 時半 木の実でリース作り・親子遊び･絵本
問い合わせ恵那市社会福祉協議会

岩村支所

秋山・原田

☎43-0051

ホームページ︓http://www.ena-shakyo.or.jp/

みつばちの会

岩村ボランティア連絡協議会

所属団体の紹介

平成 9 年 1 月に岩村町で初めてのボランティア団体「みつばちの会」が発足しました。活動してい
くうえの心構えとして「気楽に楽しく、無理をしないでやっていこう」という気持ちで配食サービス
をやってみようと考え、31 名の会員でスタートしました。
第 1 回目は 6 月に朴葉寿司を作りました。お配りした方から喜んでいただき、年に 2 回くらいの事
業として行っていく事になりました。そして、第 2 回目は、10 月の栗おこわを実施しました。大変好
評で活動に自信を持つことができました。この活動は今も受け継がれています。(今年度は、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止のため中止しました。)

１.人として助け合い、励ましあう活動
２.心と心の触れ合いを大切にする活動
３.地域の中でお互いを支えあう活動
４.自分の生涯学習の場として行う活動

相談窓口の紹介

左の４つが、みつばちの会の活動の原点･目的です。現
在の会員は 12 名、一人でも多くの方が、賛同し、参加し
てくださることを願っています。
🍀興味のある方は上段の社会福祉協議会へお尋ねください🍀

消費生活相談

詐欺的なセールスや強引な押し売り、通信販売トラブルなどの消費者問題についての無料相談窓口
を、市役所内に設けています。相談の秘密は遵守しますので、お気軽に相談ください。
相 談 日︓毎週 月・火・木・金 曜日
場

所︓恵那市役所

西庁舎３階

午前８時半〜午後５時

商工課内

電話相談︓☎26-2131（消費生活相談窓口 直通）
❕ 被害に遭わないためのポイント

❕

・少しでもおかしいと感じたり、トラブルにあった場合は、早めに家族や相談窓口に連絡しましょう。
今後、新たな手口の勧誘が行われる可能性があります。
・行政機関の職員を名乗る、行政から委託されたという業者などからの怪しい電話や訪問、心当たり
のない送信元からの怪しいメール･SMS･SNS など、怪しい、おかしいと思うものには、反応しない
ようにしましょう。
・新型コロナウイルスに便乗した悪質な勧誘を行う業者には、耳を貸さないようにしましょう。

いわっこ元気だより！

今月は

岩邑中学校

身体と心を鍛える「部活動･マラソン大会」
７月下旬から部活動の練習が段階的に行
えるようになり、大会が実施される競技も出
てきました。思い出に残る試合の機会を設け
ていただけるのは、とてもありがたいことで
す。これからは１・２年生の新チームとして
新人戦や冬季の大会に向けて新たなスター
トを切ります。
▲ソフトテニス部市内大会

▲野球部交流試合

▼昨年度のマラソン大会

11 月７日（土）午前、マラソン大会
を実施する予定です。学校行事の中では
「つらい」部類に入る行事ですが、そこ
に立ち向かうことで、体も心もひと回り
たくましく成⾧することを目指します。
地域の皆様のご協力、応援をよろしくお
願いいたします。

こんにちは！ 恵那特別支援学校です
当校小学部５・６年生は、今年も岩村町内の水田で、稲刈り
を体験しました。地域の方に教えていただきながら様々な体験
活動を通して、お米づくりについての学習を行っています。ま
た、今年度は刈り取ったわらで、「わらのおうち」を作らせて
もらいました。鎌を使って一生懸命に稲を収穫する姿、活動中
に笑顔を見せる姿など、素敵な子どもたちの様子が見られまし
た。この体験を通して、自然や季節を身近に感じたり、お米づ
くりの大切さを知ったりする機会になりました。
恵那川上屋瑞浪店裏手敷地内にオープンした喫茶店「里の菓茶房瑞
浪店」さんにて、当校高等部の作業製品を使用いただけることになり
ました。こだわり抜いて完成した窯業班の「くり皿」と木工班の「木
製トレー」です。この他、窯業班の陶器は、岩村町のカフェ「HYAKKEI」
さん、土岐市の日本料理屋さんでも使用いただいております。いろい
ろなところで作業製品を使用いただけてうれしいです。
さて、令和２年度の「知新祭（学校祭）」は、11 月７日（土）に日程を１日に縮小し実施する予定
です。新型コロナウィルス感染拡大防止対策の一環として、児童生徒の健康と安全を考慮し、今回は保
護者のみの参観に限定させていただきます。何卒ご理解をお願い申し上げます。
今後とも当校への、ご理解とご支援のほど、よろしくお願いいたします。

泊まってお得！

観光協会からのお知らせ

とまとく

えな泊得チケット販売中!! 〜 恵那市内 20 の宿泊施設にお得に泊まれるチケット 〜
宿泊代金に利用できる 50％プレミアム付きの宿泊チケットです。
1 枚 2,000 円で 3,000 円分利用できます。（一枚 1,000 円のプレミアム）
ご購入は１人５枚までです。(10,000 円で 15,000 円分の宿泊代金に利用)
友人、知人、親戚等に是非お勧めください。
有効期限

令和３年３月 31 日(水)

取扱い宿泊施設で販売中!!
岩村では下記の取扱い宿泊施設でご利用できます。
〇岩村山荘
〇ゲストハウス とみだ
〇民宿 丸屋
〇古民家 藤時屋
〇茅の宿 とみだ
〇コテージ 岩村
〇ゲストハウス やなぎ屋
「GO TO トラベル」(35％OFF)と併用ができ､さらにお得!!

取扱宿泊施設は
こちらから
ご確認ください

※上記のキャンペーンは、販売数に限りがあるため、なくなり次第終了となります。
※恵那市が実施する OTA（楽天トラベル、じゃらん）との併用はできません。おつりは出ません。
詳しくは恵那市・恵那市観光協会のホームページをご覧ください。

(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．７０

「私たちで直すけど材料費は負担してね」源五坂の維持管理

令和元年12月号「『濃州恵奈郡岩村差出帳』がおもしろい」で、元禄16年（1703）に書かれたこの
史料を「領主との駆け引きの姿が行間からうかがわれる、たいへんおもしろい史料です」と紹介しまし
た。今回紹介するのはその一例です。
新市場から日の出町へ下る坂道は「源五坂」と呼ばれています。(現在は源吾坂ですが､江戸時代には源五
坂と表記されていました)武家地の一角を占め、江戸時代には両側に侍屋敷が建ち並んでいました。この道
について、差出帳には次のように記されています。
「馬場先源五坂道普請当村より仕候 先年材木ニて砂留被仰付候節ハ御地頭様材木御出し被遊候」
道普請とは道路の修繕のことです。当時の道路は舗装されていないので、定期的な路面の整備が欠かせ
ませんでした。また、当村とは村としての岩村のことです。意訳をすると「源五坂の維持管理は村方で
行っています。この前、路面が流れないように材木で砂留めをしたときには領主様から材木をいただき
ました」となります。
この記述にはおかしなことが二つあります。一つは武家地の道なら藩が維持管理するはずなのに村が
修繕をしていること、もう一つは村の管理する道ならばその経費はすべて村持ちであるはずなのに藩が
原材料を支給していることです。謎を解く鍵は、この道が丹羽氏時代
に武家地に取り込まれたこと（詳しくは令和2年3月号「新藩主丹羽氏の城
下町改造」
）にありそうです。
丹羽氏はこの道を武家地にしたとき、道路の修繕は今までどおり村
方に行わせることにし、その条件として経費（原材料）は藩が支給する
ことにしたのではないでしょうか。新領主松平乗紀に提出した差出帳
では、原材料支給の約束がうやむやになって村の負担が増えないよう､
先例を具体的に書いて念押しをしているのです。（市職員 三宅唯美)

▲ 現在の源五坂

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION

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

岩村コミュニティセンター停電について（お願い）
高圧受電装置改修工事に伴う停電を下記のとおり行います。
大変ご迷惑おかけいたしますがご理解のほどよろしくお願いいたします。
〇日 時

11月22日（日）午前８時半から午後１時(予定)

（予備日 11月29日（日））

〇お願い事項 工事時間の間、電話が不通になります。
図書システムによる図書貸し出しが行えません。
乳幼児期の家庭教育「いわむら学級」からお知らせ
10月１日、13組の親子総勢29名の皆さんと岩村消防
署を見学しました。
駐車場で署員の方から事故防止対策の話を伺い、その
後救急車や消防自動車をバックに記念撮影。
署員の皆様には親切な対応をありがとうございました。
12月開催について
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、
仲間づくりと、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、子ども同士でより良いコミュニケー
ションの場を提供し、子育ての応援をしています。
〇日 時
〇場 所
〇内 容

12月３日（木）午前10時から
岩村コミュニティセンタ― 大会議室
クリスマス会（講師は足立伊公子先生）

皆様のお越しを
お待ちしています♪

乳幼児学級とそのＯＢの皆さん【のびっこクラブ】の開催
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。
仲間づくりからはじめ、若い力を発信していきましょう。
〇日 時
11 月 16 日（月）午前 10 時から
〇場 所
岩村コミュニティセンター 和室
〇申し込み先 岩村コミュニティセンター 田中 ☎43-3722
岩村コミュニティセンター 主な使用予定（11 月）
11 月 6 日（金） 無料法律相談
11 月 21 日（土） ことぶき結婚相談所
11 月 22 日（日） 高圧受電装置改修工事

岩村町 令和２年 10 月 1 日現在の人口･世帯表
10 月
総数

9月

昨年 10 月

4,831 人 （▲12） 〈▲81〉

男性
2,332 人 （▲3） 〈▲45〉
女性
2,499 人 （▲9） 〈▲36〉
世帯 1,892 世帯 （+1）
〈▲12〉
（ ）内は前月との比較〈 〉は前年同月比

※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。

「ホットいわむらだより」に関するご意見やお問い合
わせ、地域の皆様にお知らせしたい情報や写真などご
ざいましたら、下記の岩村地域自治区運営協議会事務
局へご連絡ください。
〈 ☎ 0573-43-2111 岩村振興事務所内 〉
〈 ✉ iwamurashin＠city.ena.lg.jp 〉

