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広報いわむら

＊国体 スケートで岩村の選手が活躍！
＊いわむら城下町のひなまつり お知らせ
＊佐藤一斎の木版を新調しました
＊愛菜グループの芋姫様

ホットいわむらだより

3 月 1 日（月）から 4 月 3 日（土）まで「いわむら城下町のひなまつり」開催

今年のチラシは恵那南⾼校とコラボして作成（⽔⾕佳楠さんの作品）

⼀斎先⽣が⾔われました
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今⽉のひとこと（3 ⽉）
い

「為す無くして為す有る、之を 誠 と謂い、為す有りて為す無き、之を敬と謂う。」
（言志後録 100）
（これをやろう、しようという気持ちが無いのに、⾃然に⾏動してしまうのを誠（真⼼）と⾔う。
⾃然に⾏動していて、している、やっているという気持ちが無いのを敬（うやまう⼼）と⾔う。）
しゅしょう

あの⻄郷さんも「 ⼿ 抄 ⾔志録」に取り上げています。世の中には⽬⽴ちたい、有名になりたい、褒められた
いという⼈が多くいます。⼿柄も⾃分のものにする。しかし、本当の⼒というのはそういう⼈ではなく、「誠」
と「敬」のような⽣き⽅をしている⼈です。「誠」は、⼈や社会を動かす最⼤の⼒を持つ「徳」
です。「敬」は⾃分をつつしみ、⼈をうやまうという「徳」です。⾃分を⽬⽴たなくして他
⼈を⽴てる⽣き⽅です。マスコミで⽬⽴ったりチヤホヤされる⼈に真の⼈物はありません。
と、⼀斎先⽣は⾔っています。
【ＮＰＯ法⼈いわむら⼀斎塾】

国体冬季大会スケート競技会

岩村の選手が活躍しました！

１⽉ 27 ⽇から 1 ⽉ 31 ⽇にクリスタルパーク恵那スケート場で開催された、第 76 回国⺠体育⼤会
冬季⼤会スケート競技会。全国の強豪選⼿が集った中、岩村町からも、成年⼥⼦の部に阪上優⾐菜さ
ん、阪上聖⼼彩さん、少年男⼦の部に三輪真⼤さん、鈴⽊義⼈さん、細井勇⼤さん、少年⼥⼦の部に
⻄尾優貴那さん、伊藤愛さんの 7 名が選⼿として選ばれ、出場されました。
◀ 細井勇大さん(白赤帽) 少年男子 1500m､5000m 出場

阪上優衣菜さん(黄帽) 成年女子 1000m 出場 ▶

10000m は 7 位に入賞できて嬉しかったけ
ど、5000m は入賞できず悔しかったです。
コロナ禍で徹底した対策の中レースをさせ
ていただいたことに感謝しています。

▴ ▶ 鈴木義人さん(白青帽)
少年男子 5000m､10000m 出場
伊藤愛さん 少年女子 2000m リレー出場(5 位) ▶
今までで一番大きな大会で緊張しました。
スケートを続けることを支えてくれる家族や､周りの人達に感謝しています。
次の目標は、来年のインターハイ入賞です！

◀ 三輪真大さん(赤帽)
少年男子 500m､2000m リレー出場
(500m は 7 位、リレーは 4 位)
納得のいくタイムではなかったけど、
小さい頃から友達の選手と一緒に表
彰台に上がれて嬉しかったです。

西尾優貴那さん ▶
少年女子 500m、1000m、2000m リレー出場
(1000m は 8 位、リレーは 5 位)
タイムはもちろん、今まで以上に後悔のないレース
をしたいという強い思いで臨みました。
スケートを続けてきたことで、たくさんの人に出会
えて良かったです。関係者の皆さんはとても温かく、
いつも応援してくれて感謝で一杯です。

第 19 回

いわむら城下町のひなまつり

令和 3 年 3 ⽉ 1 ⽇（⽉）から令和 3 年 4 ⽉ 3 ⽇（⼟）まで

第 19 回 いわむら城下町のひなまつりは、期間
中おひな様の展⽰を、例年と変わらず⾏います。静
かな町並みで、多彩なおひなさまをご覧ください。
新型コロナウイルスの感染拡⼤防⽌のため、オープ
ニングイベントや恵那・岩村まちなか市など、毎週
末のイベントは、宵のひなまつりを除き中⽌します。

第 10 回 宵のひなまつり

令和 3 年 3 ⽉ 27 ⽇（⼟）18:30〜20:30

今年で 10 回を数える「宵のひなまつり」を開催します。
宵のひなまつりは、全国的にも珍しい夜のひなまつりで、
岩⾢⼩学校の児童が描いた絵を円筒形に仕⽴てた約 250 の
「ひなとうろう」が岩村本通りに並び、柔らかな明かりで
歴史の町並みを演出します。
メイン会場の勝川家では、蔵に設置された御殿びな、⾦
⿂びな、美濃和紙のおひな様がライトアップされます。
ぜひ、ご来場ください。

３⽉ 27 ⽇（⼟）18:30〜20:30

（⽇時）令和３年

（場所）岩村本通り（※⾬天の場合は旧岩村振興事務所）

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内に設置されて
いる資源回収ステーション「城下町クリーンステーシ
ョン」の１⽉度の回収実績をお知らせします。
ダンボール
1,020 ㎏（1,090 ㎏）
雑誌
3,090 ㎏ （920 ㎏）
新聞・チラシ 2,130 ㎏ （980 ㎏）
雑がみ
310 ㎏ （190 ㎏）
アルミ⽸
96 ㎏
（44 ㎏）
合計
6,646 ㎏（3,224 ㎏）※( )は 12 ⽉の実績

雑紙分別大作戦実施中

資源の売却益は 26,330 円でした。これに市補助⾦ 28,444 円を加えた 54,774 円が
地域の収⼊となりました。皆様のご利⽤、ありがとうございました。
【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。
○⽶袋は､雑がみではな

く可燃ごみに出してください。

岩邑小学校の児童が佐藤一斎の木版に QR コードを貼付け
２⽉５⽇、岩⾢⼩学校の児童が、本通りやその周辺の 32 か所に掲げられた佐藤⼀斎の名⾔が記され
た⽊版に、その読み⽅や意味を解説する「佐藤⼀斎ＮＡＶＩ」に簡単にアクセスすることができる QR
コードを貼り付けました。
当⽇は 12 グループに分かれ、QR コードを張り付け、⽊版の前で、それぞれが原⽂と現代語訳を読
み上げる動画も撮影しました。
佐藤⼀斎の⽊版は、岩村町商⼯会の事業により
岩村町本通りを中⼼に 200 枚ほど掲げてあります
が、経年劣化により⽊版の⽂字が読めないものが
増えています。
そこで NPO 法⼈いわむら⼀斎塾が、市のまちづ
くり活動補助⾦と⾃⼰資⾦により 32 枚を新調し、
その⽊版に今回⼩学⽣が QR コードの張り付けを
⾏いました。
NPO 法⼈いわむら⼀斎塾では、今後も順次⽊版を
新調していく予定です。

写真上の QR コードから実際に
佐藤⼀斎ＮＡＶＩをご覧いただけます

三森山系に生育している岐阜県指定の絶滅危惧種(３)

提供：岩村・山の会

準絶滅危惧（存続基盤が脆弱な種 ８種）
ヤワタソウ、カキラン、ツチアケビ、コケイランは⼀か所で確認していますが、急速に減少して
います。マツグミは⾼所で⽣育していることから、強⾵の後、偶然に出会うことが出来ます。

マツグミ

ヤワタソウ

ツチアケビ

ユウスゲ

フジバカマ

カキラン

コケイラン

アオフタバラン

恵那市社会福祉協議会 岩村支部からのお知らせ
３⽉の予定⾏事（いこまい会・健康トレーニング・親⼦遊び）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。
⽀部では、2 階の和室⼊⼝に段差解消ステップを設置しました。上り下りが
楽にできるようになりました。
サロン活動に限りますが、部屋の貸し出し可能です。活動を再開される「サ
ロンさん」がありましら、お知らせ下さい。予約を受け付けます。三密を避
けるため、広いお部屋のご利⽤をお勧めします。
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/

ひめの会 （ひまわり会 ）

岩村ボランティア連絡協議会 所属団体の紹介

ひまわり会は現在 9 名の会員で活動中です。主な活動は、毎⽉福祉センターで開催される「⾼齢者
のお⾷事会」の昼⾷作りです。
今年度は、新型コロナウイルス感染予防のためボラン
ティア活動はありませんが、再開時には、季節感ある旬
の⾷材を使って「なつかしい郷⼟の味」を作ります。お
⾷事会に参加してくださる皆様の笑顔で、私たちも元気
をいただいています。
🍀 ボランティア活動に興味のある⽅は、
岩村福祉センターへご連絡ください 🍀
愛菜グループ特製の芋切り干し

芋 姫 様

⾵味豊かな⽢みと、もっちりした⻭ごたえの『芋姫様』。⽣産されて
いるのは、富⽥地区の⾼齢者を中⼼とした 12 名の愛菜グループです。
⽣産の歴史は 30 年以上前からで、使⽤品種「泉 13 号」という芋の特
性を熟知した皆さんにより、毎年 12 ⽉上旬から 2 ⽉上旬にかけて加⼯
されます。じっくりと芋を蒸し、⽵べらで丁寧に⽪をむいてスライスし、ビニールハウスで約 12 ⽇間
天⽇⼲しします。
芋姫様の評判は⼝コミで広がり、北海道や九州からも予約注⽂があります。町内では「メガネ･時計･
補聴器の藤井」「あしざわや」「岩村町地域特産物直売所」で購⼊できますので、売り切れ前に是⾮お
買い求めください(200ｇ⼊､税込 500 円)。また、芋の⽣産者も募集していますので、ご相談されたい
⽅は、愛菜グループ代表者の後藤通男さん(☎090-7435-5664)へご連絡ください。

いわっこ元気だより！

今月は

岩邑小学校

⼀⼈⼀台 iPad を活⽤した授業づくり
３学期に⼊り、すべての学年に⼀⼈⼀台の iPad が恵那市より
配付されました。⼩学校を卒業するまで、⾃分のものとして恵那
市より貸し出される iPad です。iPad の開封式では、どの⼦もと
ても嬉しそうに iPad が⼊った箱を受け取り、開封するところか
ら慎重に⼤事に扱っていました。

▴ iPad 開封式

▴ アプリを使って授業

早速、どの学級でも iPad を活⽤した授業がスタートしていま
す。⾃分のペースでどんどん練習問題に取り組むことができる算
数アプリ、読みたい本を検索して読むことができる図書館ライブ
ラリー、インターネットを通じて⼦ども同⼠が情報共有をしながら学習
を進めることができるロイロノート等、どのアプリも⼦どもたちの意欲
や集中⼒が⾼まる優れものです。職員は毎週 ICT 研修を⾏い、その活⽤
法を学んで、授業づくりに取り組んでいます。iPad の機能を活⽤するこ
とで、⼦どもたちが全員の考えを知り、その良さを認め合うことにつな
がったり、⾃然と教え合いの輪が広がったりと、⼦どもたちの良い関係
づくりにも役⽴っています。
今後さらに、⼦どもたちが主体的に深い学びができるよう進めていき
たいと考えています。

こんにちは！ 恵那特別支援学校です
今年度は新型コロナウイルス感染症予防の観点から、中学部・⾼等部作業学習で作っている作品・製
品を校外の皆様に販売会を⾏うことができない状況になっております。感染症が収束したときには、ま
た地域の皆さんのお⼿に取っていただけることを励みにして、頑張ります。
１⽉下旬に、⾼等部３年⽣を対象にして「主権者教育」を⾏いました。選
挙年齢が 18 歳に引き下げられ、⾼等部の多くの⽣徒は在学中に有権者とな
ります。事前に職員が選挙管理委員会より選挙の⼿順について研修を受け、
当校の⼀室を模擬投票所として設置して、⽣徒⼀⼈⼀⼈が候補者名簿や公約
を⾒ながら模擬投票を体験しました。選挙管理委員会の⽅からは「投票する
ことによって⾃分の意⾒を社会に反映させることができます。そのために、
投票に⾏くようにしてください。」と、メッセージをいただきました。まも
なく⾼等部３年⽣の⽣徒は社会に⽻ばたきます。作業学習や学校⽣活で学ん
だ⼒を活かして、社会の⼀員として頑張ってほしいと思います。

いわむら昔ばなし余話

～伝説と民話～
ぎょうじゃやま

ほこら

行者山

⼤円寺⼤薮の奥⼭の中に⽯の 祠 があります。中に⾼さ⼀尺五・六⼨（約
50 センチ）の⽯像があり右⼿に杖、左⼿に巻き物を持ってたたずんでいます。
えんのぎょうじゃ

この⾏者（⽯像）は「 役 ⾏ 者 」と⾔い、この⾏者にお願いすると千⾥（4000
キロメートル）の先までその願い事が届くと⾔い伝えられています。戦争前
までは毎年 11 ⽉に祭りがあって七区の⼈たちがお供えを持って供養したそ
うです。

「いわむら城下町のひなまつり」

ネーム入りグッズ発売中

観光協会からのお知らせ

第 19 回「いわむら城下町のひなまつり」開催中‼

マグカップ

サラダボウル

フリーカップ
おひな様おみくじ
もありますよ👉

お子様ラーメン丼
年末年始以外
無休

(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

岩村歴史再発見 ｖｏｌ．７４

4３-3231(町並みふれあいの舘内)

「横矢をかける」 死角の敵を横から攻撃

近世城郭の防御の要は、石垣とその上に築かれた土塀や櫓です。高い城壁とずらりと並んだ狭間（銃
眼）からの射撃で容易に敵を寄せ付けませんが弱点もあります。塀の真下は死角になってしまい、石垣
に取り付き登ってくる敵を攻撃できないのです。こうした敵を撃退するためには石垣の側面から攻撃す
る必要があります。
攻め寄せてくる敵に対して、横方向に鉄砲や弓隊を配置して側面から射撃
することを、軍学では「横矢をかける」といいます。城郭の設計をするとき
には、「横矢をかける」ことができる構造にすることがとても重要です。
写真はその一例で、本丸の正門である長局埋門櫓の南に続く石垣を撮影した
ものです。一番手前が埋門です。石垣の切れ目のところに門があり、その上
に単層の多門櫓が乗っていました。続く石垣の上には土塀が巡っており、鉄
砲狭間が設けられていました。石垣は直線ではなく、南端（奥側）が外側に
張り出し、角の部分がクチバシのようになっていますね。こうすることで、
門に取り付いた敵を側面から射撃することができるようにしていたのです。
他にも、岩村城の随所で、
「横矢をかける」ための様々な工夫が見られます。
自分が攻め手だったらどこから狙われているか、そんなことを考えながら城
跡を散策してみるのも面白いですね。
（市職員 三宅唯美)

電子検温器

貸し出しをします

自治会での集会や行事などの開催時、参加者の体調確認に利用できるように、岩
村町自治連合会で非接触式電子検温器を購入しました。
自治会長さんに貸し出しが出来ますので、必要な場合は事務局（岩村振興事務所
☎43-2111）へご連絡ください。

▴ 本丸長局の石垣

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION

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

いわむら町⺠展 中⽌

について

３⽉６⽇(⼟)、７⽇(⽇)に開催を予定していました「いわむら町⺠展」は、岐⾩県に出されていた緊急
事態宣⾔が 3 ⽉ 7 ⽇まで延⻑されたことから、これまで以上の不要不急の外出を避けるため、やむを得ず
中⽌いたします。
出展を申し込みされた⽅々や鑑賞を楽しみにされていた皆様には⼤変申し訳ございませんが、何卒ご理解
のほどよろしくお願いいたします。

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
３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

皆様のお越しを
お待ちしています♪

お⼦様連れで、育児や困りごと
などの雑談ができる場所です。
通園⽤のコップ袋も作りましたよ
⼀緒に作ってみたい⽅は、お声掛
けください。
岩村コミュニティセンター 主な使⽤予定（３⽉）
３⽉ 8 ⽇（⽉）
３⽉ 9 ⽇（⽕） 税の申告
３⽉ 10 ⽇（⽔）
３⽉ 12 ⽇（⾦） 無料法律相談
３⽉ 20 ⽇（⼟） ことぶき結婚相談

※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、中⽌を⾏う場合があ
りますので、ご了承ください。

🚖 デマンド交通 よやくる号 🚖
令和３年４⽉１⽇（⽊）から、

予約はこちらへお願いします
☎４３－２１６５

⽬的地に「飯峡会館（簡易郵便局）
」が追加されます。
詳しくは、３⽉の町内回覧をご覧ください。

岩村町 令和 3 年 2 月 1 日現在の人口･世帯表
２⽉

１⽉

昨年 2 ⽉

総数
4,789 ⼈ （▲5）
〈▲111〉
男性
2,321 ⼈ （＋1）
〈▲51〉
⼥性
2,468 ⼈ （▲6）
〈▲60〉
世帯
1,885 世帯 （＋2）
〈▲14〉
（ ）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 〉

