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広報いわむら

＊広告掲載の募集をします
＊城下町クリーンステーション実績お知らせ
＊減災シートのアンケート結果報告
＊ひなまつりのポスターが完成しました

ホットいわむらだより

恒例のどんど焼き。
富⽥地区では、雪が
降りそうな寒空の 1
⽉ 10 ⽇、地域の⾨松
やしめ飾り、書き初
めなどを集めて⽕を
焚き、⼀年の健康を
願いつつ災いを払い
ました。
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今⽉のひとこと（2 ⽉）

もろ

「天を以て得る者は固く、人を以て得る者は脆し。」（言志後録 94）
（天の道理に従って得たものは固く、⼈の策略によって得たものはもろい。）

⻄郷隆盛は「⻄郷南洲遺訓」のなかで、「策略は平時において⽤いるもので
はない。平時の策略は、そのあとに結果を⾒るとよくないことがはっきりとわ
かり、必ず悔いが残るものである。ただ、戦時の場合は、策略は必要である。
しかし、平時において策略を⽤いている者は、戦時においては策略を⽤いるこ
とができないものである。」と述べています。 道理に従った正しいものでな
いと⻑続きはしないものです。
【ＮＰＯ法⼈いわむら⼀斎塾】

ホットいわむらだよりの広告を募集します
岩村町の広報紙「ホットいわむらだより」に、有料広告枠を設けることとしました。
「ホットいわむらだより」は毎⽉ 1 回 2000 部発⾏し、岩村町の各世帯への配布、公共施設やコンビニ
エンスストア等を介して希望者へ配布しています。
広報紙への広告掲載は、地域経済の活性化と住⺠サービスの向上を⽬指し、併せて地域⾃治区運営協議
会の⾃主財源の確保などを図ることが⽬的です。
「ホットいわむらだより」は、城下町ホットいわむらのホームページにも掲載され、⼤きな宣伝効果が
あります。会社の PR や商店の売り出しなど､この機会に広報紙の「有料広告」をご利⽤ください。
主な要項
○掲 載 枠 縦 850 ミリ×横 950 ミリ、フルカラー。掲載位置は毎号ローテーションする。

○掲載期間 令和３年 4 ⽉号から令和 4 年 3 ⽉号
○募集期間 ２⽉８⽇(⽉)〜２⽉ 26 ⽇(⾦)先着順
○申込⽅法 所定の申込書にて提出（岩村振興事務所に設置）
○掲載料⾦ 年間１万円を前納
○広告のデザインと内容

・広報紙のイメージを損なうことのないもの。
・原稿にイラスト、写真などを使⽤する場合は、広告主において肖像
権の確認を⾏い、著作権料等が発⽣する場合は広告主の負担とする。

○広告データの作成及び提出

・広告データの作成は広告主の負担において⾏い、内容に関する責任
は広告主が負う。
・広告データは、電⼦メールにて毎⽉ 15 ⽇までに提出する。

詳しくは、下記の事務局へお問い合わせください。
問い合わせ 地域⾃治区運営協議会事務局(岩村振興事務所内)

☎43-2111

広告掲載ページのイメージ▶

いつでもだせる！いちどにだせる！ちいきにかえる！

城下町クリーンステーション

岩村コミュニティセンター駐⾞場にオープンした「城下町クリーンステーション」のご利⽤、
ありがとうございます。12⽉（12/5〜）の回収実績をお知らせします。
ダンボール 1,090kg
雑誌
920kg
新聞･チラシ 980kg
雑がみ
190kg
アルミ⽸
44kg
計
3,224kg

回収した資源は、東栄製紙⼯業㈱さんが買取り、岩村地域⾃治区
運営協議会にいったん⼊⾦されます。
この売却益は、岩⾢⼩学校に 40％、岩⾢中学校に 40％、岩村地
域⾃治区運営協議会に 20％の割合で配分されます。
12 ⽉の売却益は 13,180 円でした。これに市補助⾦ 14,036 円を
加算した合計 27,216 円が地域の収⼊となります。

城下町クリーンステーション（右写真）は、

５種類の資源を⼀ヶ所で出すことが
できます。

資源の売却益は、⼩中学校の PTA 運営費の
⼀部となり、

皆様にご利⽤いただけばいただく
ほど、地域に収⼊が還元されます。

ごみの減量と地域の活性化のために、クリ
ーンステーションをご利⽤ください︕

雑紙分別大作戦実施中

クリーンステーションの名前の通り美しくご利⽤ください。皆様のご協⼒をお願いします︕
【お願い】新聞・雑誌・段ボールは

紙ひもでしばって

出してください

自主防災隊からのお知らせ
災害に対する意識調査と防災計画の⾒直しを⽬的として、昨年皆様に
ご協⼒いただいた減災シートのアンケート結果をご報告いたします。
1255 世帯
回答数
798 世帯
回答率
63.5％
世帯数

有効
回答数

はい

いいえ

回答

はいの割合

全国

なし

（％）

（％）

1.災害時の⾏動について家族で話し合っている

798

431

349

18

54.0

57.7

2.防災訓練に参加している

798

730

61

7

91.4

40.4

3.避難場所を知っている

798

757

35

6

94.8

75.3

4.家具や冷蔵庫の転倒防⽌対策をしている

794

267

517

10

33.6

40.6

5.棚の扉が不⽤意に開かない対策をしている

794

213

572

9

26.8

20.4

6.寝室に転倒する物を置いていない

797

484

302

11

60.7

―

7.ガラス窓に⾶散防⽌フィルムを貼っている

795

47

740

8

5.9

5.2

8.断⽔時に備えて浴槽に⽔を張っている

798

367

425

6

45.9

23.3

9.家庭⽤⽕災報知器を設置している

792

502

282

8

63.3

82.3

10.消⽕器がある

796

532

256

8

66.8

41.0

11.⾮常時持ち出し品を常備している

795

341

444

10

42.8

45.7

12.⾮常時持ち出し品は家族構成に合わせている

788

173

601

14

21.9

―

13.3 ⽇以上の⾷料を備蓄している

795

412

372

11

51.8

―

14.⾼いところに落下する物を置いていない

797

689

100

8

86.4

―

15.ガスや灯油タンクに転倒防⽌対策をしている

779

545

218

16

69.9

―

16.住宅耐震診断を⾏っている

575

107

462

6

18.6

28.3

17.物⼲し竿などが落下しないよう固定している

756

303

437

16

40.0

―

18.⾃宅周辺の危険個所を確認している

751

504

232

15

67.1

―

19.⾃宅付近の消⽕栓の場所を知っている

766

719

38

9

93.8

―

20.井⼾⽔を持っている

765

349

404

12

45.6

―

21.災害時に井⼾⽔を提供してもよい

334

273

56

5

81.7

―

岩村町と全国の調査結果(平成 30 年防災に関する世論調査他)を⽐較（空欄は除く）すると、防災訓練の参加や
避難場所の把握、浴槽の⽔張り、消⽕器設置については、全国平均を⼤幅に上回っています。しかし、家具転
倒防⽌対策や⽕災報知器設置、耐震診断などは全国平均を下回っており今後の課題が浮かび上がりました。
就寝部屋やリビング等、特に滞在時間が⻑い場所は家具転倒防⽌対策をしたり、不要な物を置かないような
⼯夫も必要です。家具を買い替える場合は、⾼さの低い物を選ぶのも⼀つの選択肢です。
⽕災報知器は、設置が簡単で安価な物もありますので、設置をお勧めします。
耐震診断は、昭和 56 年５⽉以前に建築された⽊造住宅についての耐震診断です。地震等の災害時には倒壊
する恐れが⾮常に⾼くなりますので、積極的に診断を受けることをお勧めします。
災害時の井⼾⽔の提供については、回答者の多くの⽅が「提供してもよい」と回答されました。中には、⽔
質の⼼配や停電時使えないなどの意⾒もありました。
他にも防災に関するご意⾒も多数いただいていますので、アンケート結果とともに、防災計画の⾒直しや今
後の⾃主防災事業に役⽴てたいと思います。ご協⼒ありがとうございました。

いわっこクラブ

稲わらを使ってしめ縄を作りました！

雪が積もるような寒い⽇が続く中でも、いわっこクラブの⼦どもたちは元気いっぱいです。

12 ⽉は家族と⼀緒に、お正⽉飾りのしめ縄づくりを⾏いました。三区の鈴⽊孝司さんを講師に迎え、
しめ縄を飾る意味や作り⽅を教わり、⼦どもたちは家族と協⼒しながら⼀⽣懸命にわらを編みました。
9 ⽉の稲刈りから、わらを使ったしめ縄を作るまでの、古くからの習わしを体験できたのではないか
と思います。素敵なしめ縄が完成しました。
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

三森山系に生息している岐阜県指定の絶滅危惧種(２)

提供：岩村・山の会

絶滅危惧Ⅱ類（絶滅危機が増⼤している種 ６種）
ササバギンラン、ヘビノボラズの⽣育数は限られています。花の形状に特徴のあるカキノハグサは
数か所で⽣育しています。キバナネコノメの群落は早春の渓流沿いで⾒られます。

ササバギンラン

キバナハナネコノメ

ヒメフタバラン

ノウルシ

カキノハグサ

ヘビノボラズ

恵那南高等学校生徒さんによるポスターが完成

いわむら城下町のひなまつり

3 ⽉ 1 ⽇（⽉）から 4 ⽉ 3 ⽇（⼟）まで開催される
「第 19 回いわむら城下町のひなまつり」のＰＲチラシ
とポスターが完成しました。このチラシとポスターは、
恵那南⾼等学校の情報デザイン系列の⽣徒さんと“い
わむら城下町のひなまつり賑わい構想委員会”が初め
てコラボして作り上げられました。
昨年 10 ⽉、同委員会メンバーが恵那南⾼等学校を訪
問し作成を依頼。その後、同委員会が提供した写真等
を使い、チラシ・ポスターが完成しました。完成した
12 の作品について委員会で選考を⾏い、⽔⾕佳楠さん
(3 年)の作品が採⽤となり、12 ⽉ 12 ⽇に恵那南⾼等
学校で表彰を⾏いました。
で

恵那市社会福祉協議会 岩村支部からのお知らせ

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

２⽉の予定⾏事は、新型コロナウイルス感染拡⼤予防のため、
中⽌とさせていただきました。何卒ご了承ください。
◎美容・健康トレーニング
◎いっしょにいこまい会
◎「親⼦遊びの場」
＊恵那市社会福祉協議会

皆様、不要な外出は控えましょう。

手洗い・うがいを徹底し、健康第一・安全第一で
お過ごしください。

岩村⽀部事業は、岩村町⺠の皆様からの社協会費で⾏っております。

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/

布切りボランティアの報告

岩村ボランティア連絡協議会

ボランティア連絡協議会岩村⽀所では例年、公共施設・福祉施設
の草取りや、社協岩村⽀部事業での⾷事作りなどの活動をしてまい
りました。今年度は、新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌のため、残
念ながらすべての活動が中⽌となりました。
このような中で「何かできることはないか」と役員会で話し合い、
「布切りボランティア」を提案しました。所属団体ごとに、会員各
⾃ができる範囲で、⾃宅にある古布を使って
布切りを⾏いました。
古布のサイズ︓フェイスタオル 4 つ切り
昨年末までに沢⼭の「古布」を岩村福祉セ 古 布 の 素 材 ︓綿(シーツや洗いざらしの T シャツ)､タオル
ンターに届けることができました。この古布
は、おしりふきや施設内消毒⽤ウエスとして利⽤されます。ご協⼒ありがとうございました。
あなたの居場所がきっと見つかる

サテライトぷらっとｉｎいわむら

市内在住の障がい児者や、精神的に不調の⽅、引きこもりの⽅など、地域⽣活
⽀援が必要な⽅やそのご家族の⽅のための拠点です。気軽にご利⽤ください。
令和 3 年２⽉ 10 ⽇（⽔） 岩村福祉センターで実施します。
毎⽉第 2 ⽔曜⽇ 午後 1 時〜4 時
問い合わせ恵那市社会福祉協議会 地域福祉課 ☎26-5221㈹

いわっこ元気だより！

今月は

岩邑中学校

新しい学びの姿
国のＧＩＧＡスクール構想を受けて、12 ⽉に恵那市から⽣徒全員に「個⼈⽤タブレット端末」が貸
与されました。新品のタブレットを箱から取り出し、ワクワクしながらスイッチを⼊れて、早速いろい
ろな機能を試しました。

３学期からは授業で本格的に活⽤していきます。効果的な利⽤⽅法や、タブレットがあるからできる
学習⽅法を⼯夫していきます。これまでとは異なる授業のスタイルも可能になります。情報機器を通し
て考えを伝え合い共有するという新しい学び⽅を、⽣徒も教師も楽しみにしています。

こんにちは！ 恵那特別支援学校です
恵那⻘年会議所が恵那市内の⼩学⽣に絵札の募集をし、完成
した「恵那市やろまいかるた」に、⼩学部４年⽣ 南雲神さん
の「福寿草」の絵が⼊選し、絵札として採⽤されました。下地
をローラーで塗り、指に絵の具を付けて、⻩⾊い福寿草の花と
⻩緑⾊の新葉を描いた、素敵な絵札となりました。「恵那市や
ろまいかるた」は、恵那市の歴史・⽂化・⾵⼟をテーマとし、
恵那市の⼩学⽣の絵画が絵札として採⽤されている素敵なか
るたです。当校でも学習の中で使っていきたいと思います。
中学部では、12 ⽉に岩村富⽥の「三学の⾥」で味噌づくりの体験学
習を⾏いました。地域の⽅に教えていただきながら仕込んだ味噌が、
来年出来上がるのを楽しみにしています。また、⼩学部では、「いわ
むらのひみつ」の学習で、駅や商店街、神社、展望台など、学校の周
りに興味を広げて探検し発⾒しようという趣旨で学習を⾏いました。
「かめや菓⼦舗」の⼭村さんに学校内でのカステラの販売に来ていた
だき、買い物学習を⾏うこともできました。
これからも地域の⽅と触れ合いながら児童⽣徒の「ふるさと学習」
の推進に努めてまいりますので、ご理解とご協⼒をお願いいたします。

いわむら昔ばなし余話

～思い出話～

冬越し野菜の貯蔵

町屋はどこも屋敷裏に畑があり、⽩菜、⼤根、芋等を収穫し少しでもお⾦の⽀出を節約していました。
秋の収穫が終わるとどこの家にも⼟間に⽳蔵があり厳しい冬にも貯蔵出来る様にしていました。⽳蔵の
規模は深さが１〜1.5 ⽶周囲四⾓で⽯もしくはコンクリートで囲い、中に籾殻を⼊れ、⼤根、⼈参、⾺
鈴薯等を貯えています。やがて正⽉が来ると必ず⽳蔵から取り出し、煮物に使ったもので１⽉、２⽉の
寒気の厳しい雪の夜、囲炉裏端で⼤きな鍋に煮た粕汁は豊富な具で体が暖まったものです。
折しも外は観⾳講の寒⾏で、家の⼾⼝に⽴つ⼈に、⽩⽶、⼩銭を出していましたが、こういう光景は
冬の夜に提灯の明りが雪の夜道に照らし出されまさに岩村の⾵物詩でした。

観 光 協 会 からのお知 らせ
「町並みふれあいの舘」及び町屋施設､岩村休憩所 等

新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌“3 密”対策で…

▴ 岩村休憩所(旧岩村振興事務所内)
朝ドラ「半分、青い。」の看板等が
展示してあります。

恵那市観光協会岩村⽀部では、新型コロナウイルス感染拡⼤に
よる第 3 波到来と緊急事態宣⾔発出による感染拡⼤防⽌のため、
町並みふれあいの舘、岩村休憩所（旧岩村振興事務所）、町屋５
施設（⽊村邸・⼟佐屋・勝川家・柴⽥家・加納家）において、３
密（密集・密閉、密接）対策を継続して実施しています。
⼊館者には、⼿洗い、マスクの着⽤、連絡先の記⼊をお願いし、
休憩所、町屋施設の管理⼈の説明や問い合わせ等による接近は引
き続き避けさせていただきますので、ご理解、ご協⼒をお願い致
します。

(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．７３

岩村松平家の本家とのつながり

開催中の企画展から

岩村歴史資料館で企画展「お殿様の証し―松平乗賢の安堵・叙位・任官」を開催しています。歴代岩
村藩主の中で曾祖⽗乗寿に次ぐ出世をした乗賢が、その証しとして将軍から与えられた朱印状などを展
⽰しています。ここでは、展⽰品の中から、乗賢が⻄の丸⽼中（将軍嫡⼦家重の⽼中）抜擢により１万
⽯を加増された元⽂２年（1737）の領知⽬録の包み紙を紹介します。
領知⽬録は、所領宛⾏の朱印状に付属する知⾏所の明細書です。朱印状が将
軍の御前で⽼中から⼿渡されるのに対し、知⾏⽬録は直接の授受はなく、通常
は家⾂が担当する⽼中の屋敷で受領していました。
岩村松平家は、受給した⽂書を紙で包んで封をし、表にいつどのように受領
したかを記して保管していました。この包み紙には「元文二丁巳年十一月朔
（御⽤部屋で松平左近将監殿から渡
日、於御用部屋、松平左近将監殿被渡之」
された）とあります。御⽤部屋は江⼾城本丸にある⽼中の執務室、松平左近将
監は筆頭⽼中で享保の改⾰を推進した松平乗⾢です。乗賢は乗⾢と対⾯し、こ
の領知⽬録を直接⼿渡されたことが分かりますが、これは異例のことでした。
江⼾幕府の家格秩序では２万⽯の⼩⼤名は⽼中になることができません。こ
のときの昇進の背景には、⼤給松平本家の当主である乗⾢のプッシュがあった
ことは確実です。乗⾢にとっては、分家の乗賢が次期将軍の⽼中となることは、
⾃⾝の地位を固めることにつながります。異例の対⾯には、こうした本家分家
の関係を再確認する意味もあったのでしょう。
朱印状や領知⽬録は定型的であまりおもしろくないと思われがちですが、丹
念にみるといろいろな事が分かってきます。
（市職員 三宅唯美)
※企画展は４⽉４⽇(⽇)まで

▴ 元⽂２年
領知⽬録の包み紙

岩村での申告受付とマイナンバーカード申請
岩村コミュニティセンター[⼤ホール]
での申告受付は
３⽉８⽇(⽉)〜10 ⽇(⽔)午前９時〜午後４時
詳しくは「広報えな２⽉号」をご覧ください。

３⽉８⽇(⽉)のみ

申告会場でマイナンバーカード申請サーポート窓⼝
を開設します。
持ち物︓マイナンバー通知カード､本⼈確認書類(運転免許証等)
詳しくは､市役所 市⺠課へお尋ねください。☎26-2111㈹

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
〇⽇時
〇場所
〇内容

３⽉の開催

３⽉４⽇（⽊）午前10時から
岩村コミュニティセンター ２階 ⼤会議室
閉級式 ・卒級証書をもらい、頑張って参加したことを褒め合います
・次年度計画の説明他

のびっこクラブ の開催（乳幼児学級とそのＯＢの皆さんの集まり）
〇⽇時
２⽉ 22 ⽇（⽉）午前 10 時から
〇場所
岩村コミュニティセンター 1 階 和室
〇申込先 岩村コミュニティセンター（⽥中）☎43-3722

いわむら町⺠展

皆様のお越しを
お待ちしています♪

のお知らせ

今回は展⽰のみとなります。
〇⽇時
3 ⽉ 6 ⽇（⼟）午前 9 時半〜午後 3 時半
〇場所
〇主催

3 ⽉ 7 ⽇（⽇）午前 9 時半〜午後 2 時

岩村コミュニティセンター ⼤ホール ほか
岩村町⽂化振興会(事務局:岩村コミュニティセンター内）
平成 30 年度の展⽰の様⼦ ▶

絵画、陶芸、短歌、俳句、書道、絵⼿紙、⼿芸作品や、
岩村こども園の作品などが展⽰されます︕

図書室の新刊紹介
📖ノラネコぐんだんカレーライス（コドモエのえほん）
📖まちがいなく名探偵
(ミルキー杉⼭のあなたも名探偵シリーズ 20･21･22）
※上記の⾏事等は、今後の新型コロナウイルス
感染拡⼤の影響で変更、中⽌⼜は⼊場制限を
⾏う場合がありますので、ご了承ください。
岩村コミュニティセンター 主な使⽤予定（２⽉）
２⽉ 12 ⽇（⾦） 無料法律相談
２⽉ 20 ⽇（⼟） ことぶき結婚相談
岩村町 令和 3 年 1 月 1 日現在の人口･世帯表
１⽉
12 ⽉
昨年１⽉
総数
4,794 ⼈ （▲7）
〈▲116〉
男性
2,320 ⼈ （０）
〈▲57〉
⼥性
2,474 ⼈ （▲7）
〈▲59〉
世帯
1,883 世帯 （０）
〈▲19〉
（ ）内は前⽉との⽐較〈 〉は前年同⽉⽐

「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 〉

