
   

   

 

  

 

 

 

  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広報いわむら 

ほっと・ホット・もっと 

ホットいわむらだより
令和３年 7 月１日発行 №113 

＊2021 ふるさと創⽣花⽕を開催します（P2） 
＊令和 3 年度岩村地域⾃治区運営協議会役員会が⾏われました（P3） 
＊岩村こども園・岩⾢⼩学校・岩⾢中学校の様⼦をお知らせ（P4〜P5） 
＊岩村⼭の会 〜⾝近な外来種〜（P9） 

６⽉６⽇に、「町内⼀⻫清掃」と「城⼭清掃」が⾏われました。⼩⾬が降る中ではありました
が、皆さんのご協⼒によりきれいな町になりました。また、ケイナンクリーン様からは毎年ボラ
ンティアで職員の派遣、パッカー⾞の提供ありがとうございました。⼀⻫清掃をスムーズに⾏う
上で本当に助かります。 

城⼭清掃は町内⼀⻫清掃の続きでしたが、１６５名の⼤勢の⽅にご参加をいただき、城⼭をは
じめ歴史資料館周辺の清掃ができました。今年は中学⽣の参加者が７６名と多くおかげで作業も
⼤変はかどりました。その他にも消防団や⾃治連など多数の団体にもご協⼒いただき誠にありが
とうございました。 

城⼭清掃は９⽉に第２回⽬を予定していますので、多数のご参加をお待ちしています。
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２０２１ふるさと創⽣花⽕ 〜希望を乗せて〜 
本年度も新型コロナウィルスの感染拡⼤防⽌のため、町内各種

⾏事・イベントが中⽌となり、岩村の夏の⾵物詩ともいえる「い
わむら夏祭り」「ザ・縁⽇」「薪能」も中⽌が決定しました。 

コロナ禍によって当たり前のことが当たり前にできなくなり、
⼈と接することも少なくなりました。度重なる⾃粛で⽣活も⼀変
し、ストレスの溜まる⽇々が続いていることと思います。しか
し、新型コロナワクチン接種やさまざまな感染拡⼤防⽌対策の普
及により、ほんのわずかですが希望が⾒えてきた気がします。思
いや感じ⽅は⼈それぞれ違いますが、明るい未来を願う気持ちは
皆同じです。花⽕を⾒た⽅たちが笑顔や元気になるそんな希望を
乗せた花⽕を打ち上げようと現在計画しています。 

また、感染拡⼤防⽌対策として、花⽕打ち上げ会場には観覧スペースを設けず、周辺道路も
封鎖致しますので、⾃宅またはご近所からご覧いただく形で密ができないよう実施します。⾃
宅からご覧いただくことができない⽅のためにライブ配信し、スマートフォンで BGM を聴きな
がらの視聴ができるよう準備を進めていきます。帰省することのできない家族や、友達の⽅に
是⾮ともお知らせください。 

会場付近の皆様にはご迷惑をおかけしますがご理解のほど宜しくお願い致します。 
主催 ２０２１ふるさとの夏実⾏委員会 

 
 
 
 
 

 
 

本年度はふるさと創⽣花⽕協賛⾦も募集致しますので、ご理解頂ける⽅はご協⼒お願い申し
上げます。協賛⾦受付窓⼝は下記の通りです。 

 
 
 
 
 

あんじゃないタオル＆あんじゃないＴシャツできました︕ 
今年も『あんじゃないタオル』＆『あんじゃないＴシャツ』を 7 ⽉上旬より販売します。 
この収益の⼀部は「岩村城再建基⾦」として役⽴てられます。 
『あんじゃないタオル』＆『あんじゃないＴシャツ』を購⼊してこの夏を乗り切ろう︕ 
Ｔシャツのデザインは・・・お楽しみに︕ 

販売店は下記の通り 
恵南商⼯会岩村⽀所・松浦軒本店・かんからや 
ふれあいの舘（観光協会岩村⽀部） 

協賛⾦窓⼝ 受付時間 
恵那市観光協会岩村⽀部【ふれあいの舘】 毎⽇ 午前 9 時〜午後 4 時 
岩村振興事務所 平⽇ 午前８時半〜午後５時 15 分
恵那市恵南商⼯会岩村⽀所 平⽇ 午前１０時〜午後 3 時 

2021 ふるさと創⽣花⽕開催⽇時
 
⽇時︓令和３年８⽉１３⽇（⾦） 午後 8 時~ 
ライブ配信予定 YouTube、Facebook 

※会場での観覧はできません 
（ふるさと創⽣花⽕は平成７年から始まり今年で２７回⽬となります） 

昨年の様子 

タオル 500 円Ｔシャツ 2500 円

㊙
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岩村地域自治区運営協議会からのお知らせ 
令和 3 年度岩村地域⾃治区運営協議会役員会を 6 ⽉ 15 ⽇（⽕）に岩村コミュニティセンター⼤

会議室で開催しました。会議の概要について以下のとおりお伝えします。 
また、会議の詳しい内容については城下町ホットいわむらの Web サイトをご覧ください。

（http://hot-iwamura.com/） 
<会議の概要> 
■まちづくり懇談会について  

 今年度のまちづくり懇談会は、新型コロナウィルス感染防⽌のため、市の代表（市⻑、副市⻑、
まちづくり企画部⻑）と地域⾃治区の代表者５名程度で開催することとなりました。岩村町での
懇談会は７⽉ 15 ⽇（⽊）で、現地視察と懇談会の予定です。 

この⽇の会議では、懇談会の出席者、視察箇所の選定、懇談会の内容について、協議しました。
この懇談会の詳細につきましてはホットいわむらだより 8 ⽉号でお知らせする予定です。  

■市⻑等への要望について 
 地域⾃治区運営協議会では、地域要望をまとめて市⻑等へ要望していくことを計画していま
す。この⽇の会議では、これまでに各種団体や⾃治会等からの要望について確認を⾏いました。
要望書については、次回の会議で内容を精査したうえで要望していく予定です。  

■ふるさと創⽣花⽕について 
 ふるさと創⽣花⽕の開催に向け、ふるさとえな応援寄付⾦の活⽤についての提案がありました
が、次回の会議で収⽀計画書等に基づき決定することとしました。  

■各部会の開催について 
岩村地域⾃治区総合計画の推進を図るため、３つの柱「訪れたいまち」、「住み続けたいまち」、

「笑顔あふれるまち」に基づき３つの部会を設置し、進⾏管理を⾏うこととしています。本⽇の
会議では、各部会で７⽉以降に会議を開催し、計画を推進していくための議論をしていただくこ
とを確認しました。各部会の委員の皆様と議論していただく計画の内容は以下のとおりです。 

①訪れたいまち部会 
   【部会⻑】加藤哲也 【副部会⻑】瀬⼾利之 
   【部会員】松井宏次、⼭村善保、⻄尾秋治、⽵内雄城、松浦陽平、⼭本耕嗣、 

鈴⽊明美、渡曾延彦、⻄尾公男 
【内 容】岩村城跡の保存と景観対策、外国⼈の誘客対策、新しい観光資源の活⽤・リピー

ター対策、特産品の企画・開発、空き家対策、⼈材確保（育成） 
②住み続けたいまち部会 
   【部会⻑】松浦史和 【副部会⻑】宮澤博光 
   【部会員】後藤俊彦、佐々⽊繁典、鈴⽊繁⽣、鈴⽊正⾂、鈴⽊孝司、伊佐地陽⼀、 

中根敏雄、⼭本さちよ、森川彰夫 
【内 容】空き家を出さない活⽤⽀援、⾃治会の活性化、交通⼿段の確保、住みやすい環境

の確保 
③笑顔あふれるまち 
   【部会⻑】⼩栗廣泰 【副部会⻑】鈴⽊隆⼀ 
   【部会員】浅野信之、佐々⽊繁典、⻑⾕川哲郎、梅⽥慎⼀、伊藤応⼆、三宅祥市、 

藤井孝司、⽚桐祐介、⼤島明浩、丸⼭成之 
   【内 容】安⼼して遊べる・預けられる場所の確保、⼦ども同⼠の交流（上下と横のつなが

りを創る）、郷⼟を愛する⼼を育てる（地元に誇りを持つ）、若者が結婚し地元に
残るために、⼦どもの笑顔でみんなも笑顔、⼼と体の健幸 
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☆ハーブでお茶会︕ 
年中組は、久枝先⽣の家
にタイムとアップルミ
ントを貰いに⾏って、ハ
ーブ茶を楽しみました。
お湯を注ぐと薄⻩緑⾊
に変わるお茶にカモミ
ールの⽩いかわいい花と、しろつめ草を⼀輪
浮かべて、おしゃれなお茶会です。こうした
花や葉がお茶になる事を知りました。ハーブ
ティーのお供に貰った⼀個のお菓⼦が美味
しかったね︕ 
 

♥芋の苗植えにいってきたよ︕ 
今年も富⽥の服部さんに準備し
て頂いた畑にさつまいもの苗を
植えることが出来ました。感染症
予防の為、年⻑さんが代表して苗
植えに⾏きました。出発時、年少・
年中・未満児さんに「⾏ってらっしゃい︕〜︕︕」と
⾒送られ、“よし︕みんなの分まで植えてくるぞ︕”
と張り切って出掛けていきました。苗の名前を「紅は
るか」「⾦時」と教えて貰い、「年⻑さんだから⼿際が
いいね」と褒めて貰いながら張り切って植えること
ができました。秋まで芋のお世話をして下さる服部
さんに、みんなで「おねがいします」と挨拶し帰途に
着きました。 
秋には⼤きなお芋がどっさり掘れるように楽しみで
す。 
 

 
  

「こだわる」６、７⽉ 
今年度の児童会のスローガンは、『えがおいっぱい』です。笑顔いっぱいで登校し、笑顔いっぱ

いで下校できるような明るい岩⾢⼩学校をみんなでつくっていくことを⽬指しています。このスロ
ーガンを達成するために、執⾏部からは、「毎⽇明るい挨拶をし合えるようにすること」と、「ふ
れあい遊びや休み時間などは、みんなと仲良く遊べるようにすること」が呼びかけられました。 

執⾏部をはじめ、各委員会では、早速、スローガンを達成するための取り組みをスタートさせま
した。体育委員会では、みんなが休み時間に仲良く楽しめる遊びを考案しています。図書委員会で
は、「読書週間」の取り組みを⾏い、いろいろな分類の本に親しめるように活動を⼯夫しています。

学校全体としても、この６，７⽉は、めあてや活動に「こだわり」⼒をつける期間として考えて
います。⾃分達で考え、全校に提案し、やってみて、またより良い⽅法を考え、というサイクルを
⼤切にしています。⼦ども達が⽬指していることを実現していけるよう「誇りづくり」を進めてい
ます。  
 
 
 
 
 
 
 
 

🐤🐤🐤 岩 村 こ ど も 園 🐤🐤🐤 

★★★ 岩 ⾢ ⼩ 学 校 ★★★ 
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＜児童会スローガン＞ ＜図書委員会…読書週間の取組＞ ＜体育委員会…遊びを考案＞ 



 
 

 
「学校の⽇常を⽀える週番活動」 

岩⾢中学校の伝統のひとつに「週番活動」があります。前期（４
⽉〜９⽉）は３年⽣、後期（１０⽉〜３⽉）は２年⽣が担当し、
５〜７名のグループが⼀週間ごとに交代しながら、⽞関掃除と
校舎内の⼾締まり点検を⾏います。掃除をしながら、登下校する
⽣徒たちと挨拶を交わす姿を⾒ると爽やかな気持ちになりま
す。放課後の⾒回り活動では、各教室の⿊板に“⼾締まりＯＫ︕
“などのメッセージを残して、さりげなく全校⽣徒をサポートし
てくれます。１⼈１⼈が全校のために活動するこの取り組みを、これからも⼤切にしていきます。
 
       
 
 
 

 

 

５⽉２４⽇（⽉）〜５⽉２８⽇（⾦）の期間中、運
動会・体育⼤会を当校にて開催しました。今年度は感
染予防対策として、各学部毎に開催⽇や開催時間を
分散して⾏いました。保護者や来賓の⽅々にはお越
しいただくことができず⾮常に残念ではありました
が、⼩学部と中学部は「ぜんしゅうちゅう」⾼等部は
「以⼼伝⼼〜挑戦・協⼒・全⼒〜」をスローガンに、
どの児童⽣徒も楽しんで競技や演技に参加すること
ができました。 
 当校⼩学部では、毎年⽶作りの体験をしています。
本年度は教員が地域の⽅に⽥植えの⽅法を教わり、
児童たちは、学校でその様⼦を撮影した動画を⾒てプランターに⽥植えをしました。苗の⽇々の成
⻑と秋の収穫を楽しみにしながら学習を発展させていきたいと思います。 
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○●○ 岩 ⾢ 中 学 校 ○●○ 

🌼🌼🌼 恵 那 特 別 ⽀ 援 学 校 🌼🌼🌼 

〔高等部演技 ソーラン節〕 



 
旧岩村振興事務所をきれいにしていただきました 

６⽉１２⽇（⼟）に、寿クラブ（柳町・⽯畑の壮健クラブ）の⽅々が、旧岩村振興事務所周辺の
草刈り作業をしてくださいました。 

６⽉２１⽇に岐⾩県がまん延防⽌重点措置区域から除外され、観
光客が増える時期に良いタイミングで清掃していただき、気持ちよ
く観光客を迎え⼊れることができ本当にありがとうございました。 

みなさまのご厚意は本当に感謝いたします。何かと⼤変かとは思
いますが、これからもご協⼒くださいますようよろしくお願いしま
す。 

交通安全協会からのお知らせ 〜意外と多い 7 ⽉の事故〜 

交通事故総合分析センターのデータによると、1 年で⼀番事故が多いのは、12 ⽉。続いて 3 ⽉と
10 ⽉なっており次に 7 ⽉が多い⽉となっています。７⽉は春に免許を取った初⼼者の⽅が運転に
も慣れ油断をする時期でもあり、暑さでボーっとしてしまう季節でもあります。 

季節の変わり⽬は体調を崩す⼈も多い時期なので、こうした季節はとくに
安全運転への意識を⾼めておきましょう。 
 そのほか、薄暮時間帯は、昼間と⽐較して周囲の視界が悪くなり始
め、事故が多く発⽣することから、速度を落として、周囲の交通の状
況に⼀層注意して慎重な運転を⼼掛けましょう。 

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 
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ダンボール    1,610kg（1,880kg） 
雑誌       1,560kg（1,970kg） 
新聞紙･チラシ  2,170kg（1,860kg） 
雑がみ      355kg （515kg） 
アルミ⽸       137kg （117kg） 
合計      5,832kg（6,342kg） 
        ※( )内は 4 ⽉の実績

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、５⽉の回収実績をお知
らせします。 

⽇頃は、城下町クリーンステーションにご協
⼒いただきありがとうございます。 
 分別を⾏っていただくうえで勘違いや間違
った分別が⾒受けられます。よくある間違いを
ランキングにしましたので、注意してステーシ
ョンに出してください。 
 
第１位 ビニールひも等で縛ってある 
  →紙ひもでお願いします。 
第２位 ダンボールと雑がみが混ざっ

ている 
  →波の紙が⼊っているのがダンボール。 
第３位 スチール⽸・ペットボトルの混⼊ 
  →スチールは不燃ごみ、ペットボトルは、

資源ごみで出してください。 
第４位 ⽜乳パックが⼊っている 
  →⼩中学校の資源回収へ。 
第５位 ⽶袋・肥料袋が⼊っている 
  →可燃ごみへ出してください。 
※この収益の⼀部は、岩⾢⼩・中学校に贈呈さ
れます。皆様の温かいご協⼒をお願いします。



観光協会からのお知らせ 〜パスポートを使って景品をゲット!!!〜 

観光案内所・宿泊施設等に設置するパスポート発給所でパスポー
トを受け取った⽅、もしくは電⼦パスポートの登録をされた⽅が、
指定の観光施設や宿泊施設などで提⽰・利⽤すると割引やプレゼン
トなどの施設独⾃のおもてなし特典が受けられます。 

おもてなし特典を受ける⼜は⼀定の条件の観光消費をした際に
スタンプが押印・取得され、押印・取得されたスタンプ数に応じ
て東美濃特産品、宿泊券などの景品に応募することができます。 
＜東美濃観光パスポートの楽しみ⽅＞ 

東美濃（恵那・多治⾒・中津川・瑞浪・⼟岐・可児・御嵩）の観光施設や宿泊施設などでおも
てなし特典が受けられます。 

さらにスタンプを集めると抽選で豪華賞品ＧＥＴのチャンスが得られます。  
＜パスポートの利⽤⽅法＞ 

①パスポート発給所で「東美濃観光パスポート」をＧＥＴ︕ 
⼜はアプリで電⼦パスポートの登録を⾏う。 

②ガイドブック掲載の参加施設からお⽬当てのお店へＧＯ︕ 
③参加施設でパスポートを提⽰⼜はＱＲコードを読み取り、スタンプを付与 
④スタンプ３個以上で 10,000 円から 1,000 円の景品をプレゼント 

＜実施期間＞ 
令和３年７⽉１⽇（⽊）〜令和４年２⽉２８⽇（⽉） 

(⼀社)恵那市観光協会岩村⽀部/岩村町観光協会 TEL/FAX 43-3231(町並みふれあいの舘内)

歴史再発⾒ vol.77 〜希庵⽞密はなぜ殺されたのか（中）〜  

前回触れた開善寺宛の快川紹喜の⼿紙を要約すると、「希庵が伊勢へ出発途中で賊に襲われたと
聞きたいへん驚いている。直ちに出陣中の武⽥信⽞に宛てて「⼤円寺は法嗣の僧が⼊寺できるよう
にすること、引き続き外護が得られるようにすること」を求める⼿紙を出した。その旨を⼤円寺に
知らせるように。信⽞からも⽂書で仰せ付けられるはずである」とあります。この⼿紙から三つの
ことが分かります。 
 ⼀つめは希庵の⽬的地が伊勢であったことです。希庵は三重県桑名市に隣松院という寺を持って
いました。おそらくそこへ⾏こうとしていたのでしょう。⼆つめは、「⼤円寺に知らせるように」と
あることから、⼤円寺そのものは健在であったことです。 
 三つめは、快川は⼤円寺の存続には楽観的な⾒通しを
⽰しており、⾃⾝を含む武⽥領国内の妙⼼寺派への影響
については何らの危惧も抱いていないことです。希庵殺
害の原因が伝説にあるような恵林寺招請の失敗だった
としたら、妙⼼寺派全体の問題であり、現住の住職であ
る快川の責任も問われたはずです。それがないというこ
とは、そうした事実はなかったとみてよいでしょう。な
により、このときの信⽞は遠江に出陣していて徳川家康
の居城浜松を⽬前にしており、希庵の招請にこだわって
いる場合ではなかったと思います。（次回に続く） 
参考文献：横山住雄「希庵厳密の生涯（再稿）」（『郷土研究岐阜』109、2008 年）

町並みふれあいの舘 

現在の恵林寺（山梨県塩山市・2016 年撮影）
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岩村地域学校協働本部が設置されました 
令和 3 年 6 ⽉ 3 ⽇、岩村地域学校協働本部（以

下、協働本部）が⽴ち上げられました。協働本部
は右図のとおり構成されています。 

協働本部は、学校と地域のそれぞれのニーズ
を把握し、地域全体で⼦どもたちの成⻑を⽀え
るとともに、学校と地域づくりを進めるさまざ
まな活動を調整する組織です。 

例えば、学校から三好学先⽣の講座を開きた
いがという話が協働本部に依頼があり、協働本
部は地域で先⽣になれる⽅を探します。こうし
て、学校と地域の調整をします。 

岩村町には推進員として宮地喜義さん、吉村
綾⼦さんの2名が教育委員会から委嘱されまし
た。本部⻑は宮地喜義さんです。 
 2 名の推進員さんはそれぞれ担当があり、岩
⾢中学校に関する案件は宮地喜義さん。岩⾢⼩
学校に関する案件は吉村綾⼦さんが窓⼝とな
ります。事務局は岩村コミュニティセンターで
す。 

今後は、地域から学校への投げかけ（清掃活
動の依頼、イベントのボランティア依頼等）や、
学校からの依頼等がある場合は、協働本部が調
整することとなります。

地域学校協働活動からのお知らせ 〜花菖蒲園に⾏ってきました〜 

6 ⽉ 21 ⽇（⽉）、岩⾢⼩学校 4 年⽣ 53 名が総合的学習で、富⽥の休耕⽥を活⽤した原⽥教
明さんの花菖蒲園を訪れました。 

⼩学校から徒歩で午前 9 時ごろに花菖蒲園に到着。栽培をしてみえる原⽥さんに、⾃宅で花
菖蒲を育て始めた頃の話や花菖蒲の⼀年間の管理の仕⽅を教えていただきました。 

その後、広さ約 1000 ㎡に約 20 種類、⼀万本ほど咲き誇る⾊とりどりの花菖蒲を⾒たり触っ
たりしながらさまざまな発⾒をし、疑問に思ったことを原⽥さんに質問し、1 時間ほど充実した
時間を過ごしました。 

岩⾢⼩学校では⾃分とふるさとを愛する⼦を育てる
「岩村プラン」のもと、総合的学習の時間を設け先⼈学
習を⾏っています。4 年⽣は『先⼈から学ぼう。三好学
の学習』として今回花菖蒲園を訪れました。 

講師を務めてくださった原⽥さんは１週間前から話す
内容や花菖蒲の⼿⼊れを⼊念にし、とても楽しみにして
くださり、当⽇は⽣き⽣きと話をしてくださいました。 

これからも地域の皆さんのお⼒をお借りして、「岩村
ってすてきだよ︕」とふるさとを誇りに思う⼦どもたち
を育てるために地域全体で⼦どもたちを⽀えていたいです。 

地域 

学校 
（学校運営協議会） 

岩村地域学校協働本部 

調整

 

＝ 

相
談
・
要
望 

調整＝ 推進員（宮地さん、吉村さん）          
⼩中学校（教頭先⽣） 
⼩中学校ＰＴＡ会⻑ 
岩村地域⾃治区運営協議会代表
岩村コミュニティセンター塾⻑
岩村振興事務所⻑ 

 

相
談
・
要
望 
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原田さんありがとうございました。

連
携
・
協
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連
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・
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働 



えなえーるスタッフによる塩こうじ作り

の実演が行われました 

岩村福祉センターの７⽉の予定をお知らせします。 
◎ いっしょにいこまい会 

令和 3 年７⽉３０⽇（⾦）午前１０時半〜午前１１時半 
フラワーアレンジメント                    
会費４００円（持ち帰り弁当をご⽤意いたします）        

◎ 美容・健康トレーニング（⼀回５００円）予約不要      
令和 3 年 7 ⽉２１⽇(⽔) 午後 1 時半〜午後 3 時      
令和 3 年 7 ⽉２８⽇(⽔) 午後 1 時半〜午後 3 時 

◎ 親⼦遊びの場 
令和 3 年 7 ⽉ 6 ⽇（⽕）午前 10 時半〜午前 11 時半（⽔遊び・絵本の読み聞かせ） 
令和 3 年 7 ⽉２７⽇（⽕）午前 10 時半〜午前 11 時半（⽔遊び・絵本の読み聞かせ）    
※ 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 電話 43-0051 

ホームページ︓http://www.ena-shakyo.or.jp/
 
 
私たち杖の会は、現在 4 名の会員で活動しております。 

ご利⽤者は、「⾼齢の病弱者の⽅」に限られますが、病院や買い物の送迎を 
⾏っております。⼀緒に移送ボランティア活動をして下さる
⽅を募集しています。 
連絡先︓岩村福祉センター ＜０５７３＞―４３－００５１ 
秋⼭・原⽥まで 

お墓掃除も⾏っております。要相談となりますので、ご利⽤希望の⽅は福祉
センターまで。 

岩村⼭の会 〜⾝近な外来種～ 
  
 「特定外来⽣物による⽣態系等に係る被害の防⽌に関する法律」に基づき環境庁は、特定外来⽣
物を指定、要注意外来⽣物を選定（ブルーリスト）しています。この地⽅でも選定された植物が、
道路沿いなどに群落を多く⾒る事ができます。地域の植⽣に⼤きな影響が懸念されます。 
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恵那市社会福祉協議会 岩村⽀部 からのお知らせ 

恵那市ボランティア連絡協議会岩村⽀所所属団体の紹介 『杖の会』

オオキンケイギク 
（北アメリカ原産） 

ブタナ 
（ヨーロッパ原産） 

キショウブ  
(ユーラシア原産) 

ハリエンジュ 
（ニセアカシア）(樹
木) (北アメリカ原産) 

ワルナスビ 
（北アメリカ原産） 



いわむら昔ばなし余話 〜柳町へ⾏こう〜  
昭和初期は映画演劇の盛んな時代でした。枡形から柳町に⼊

った正⾯には岩村劇場【現︓グループホームいわむらの憩付近】
があり、通りには、カフェ・ビリヤード・料亭・⼩料理屋・居酒
屋・うどん屋・⻄洋料理店など当時の若者にとっては⾮常に魅⼒
的な通りで、例えば 1 杯１０銭のコーヒー（現在の価値で６０
円〜７０円）で何時間も粘って遊ぶこともあったようです。 

柳町の中ほどには友楽館という２階建ての劇場もあり映画と
演劇を合わせた「連鎖劇」というものも興⾏されていました。 
 正⾯の岩村劇場では、夏に
なると窓を開けた２階の映

写室で映画技師が焚くアークの炎がチラチラ輝き、それを⾒た
若者はこぞって岩村劇場に⾜を運んだそうです。 
 こんな若者が集まる町ですから、岩村以外の若者も当然興味
を持ち、興⾏のある⽇は「岩村へ⾏こう」と⾔わず「柳町へ⾏こ
う」と⾔って出かけたそうです。 
 

 

 

源
みなもと

有
あ

りの渇水
かっすい

は、浮萍
ふひょう

も 自
おのずか

ら潔
きよ

く、 源
みなもと

無き
な き

の濁
だく

沼
しょう

は、 

蓴
じゅん

菜
さい

も亦
また

汚
けが

る。（言志耋録 16 条） 
       

⽔源のある⽣々とした⽔では、浮草も清らかである。これに反して⽔源のない濁った沼では、蓴
菜までもきたならしい。 

この⼀条は、⼈間にたとえたもので、志のある⼈は、⽣き⽣きとして清新の気があふれているが、
⽣きる⽬的をもっていない⼈は、ぼんやりと⽣気がないということである。 

あなたは、志をもって⽣活していますか。志をもって⽣きることは、あなたの⼈⽣を⽣き⽣きと
したものにするでしょう。下⽥歌⼦賞の募集が始まりました。あなたの志を綴ってみてはいかがで
しょう。コロナ終息後の⼤切なことが⾒えてくるかもしれません。 

【NPO 法⼈いわむら⼀斎塾】

佐藤⼀斎 今⽉のひとこと一斎先生が言われました 

      
岩村町 

令和３年 6 ⽉ 1 ⽇現在の⼈⼝・世帯表     
 今⽉ 先⽉ 昨年同⽉ 

総数 4,748 ⼈ （▲3） 〈▲111〉

男性 2,299 ⼈ （+2） 〈▲48〉 

⼥性 2,449 ⼈ （▲5） 〈▲63〉 

世帯 1,881 世帯 （±0） 〈▲13〉 
（ ）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
どありましたら、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。 

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 

☎0573-43-2111(岩村振興事務所内) 
✉ iwamurashin＠city.ena.lg.jp 

※１ 

※１ 電気の放電を利用した照明。当時は映写機の光源として使用されていた。
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まちの情報掲⽰板（広告） 

 専門店だからできる この品揃え、この価格‼              

インテリアアンドウ 

  
 
                                                      

岐⾩県恵那市岩村町飯⽻間 2288 番地 7 

TEL（0573）43-3066 
定休⽇／毎週⽔曜⽇ 営業時間／AM9:00〜PM7:00 

  

   

  

 

広 告  

瀬戸石油店 
 電話 43-2158 飯⽻間 2384 番地 4

「ホットいわむらだより」の印刷経費の⼀部は、広告主様からの広告による収⼊で賄われています。
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カーテン・ジュータン・クロス・総合室内装飾 



     
 

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION 

☎0573-43-3722             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

のびっこクラブ７⽉の活動 
【親⼦アート】で遊びます。 
持ち物︓⺟⼦ともに汚れても良い服装 
   ︓絵具を⼊れる容器 

（⼤き⽬のスチロールトレイやおもちゃのバケツ等） 
   ︓タオル、飲み物、着替え 
⽇時 ︓7 ⽉12 ⽇（⽉）午前9 時〜１２時 
場所 ︓岩村コミュニティセンター１階⼤ホール 
 のびっこクラブは乳幼児学級とそのＯＢの皆さんの集まりです。 

岩村コミセンの夏休みこども講座
☆ 「おもしろ科学実験」           

７⽉２５⽇（⽇） １０時〜１２時 
☆ 夏休み⼯作 「⽊版画で思い出を残そう」 

７⽉２５⽇（⽇）１３時半〜１５時半 
8 ⽉  1 ⽇（⽇） １３時半〜１５時半 

今⽉の新刊 
津村 記久⼦ 著 「サキの忘れ物」 
児童書 機関⾞トーマス 
児童書 がんばれ機関⾞トーマス 
児童書 パンどろぼうｖｓにせパンどろぼう 
児童書 ようこそみんなの世界へ 

主な 7 ⽉岩村コミュニティセンター使⽤予定 
７⽉ ９⽇(⾦)   無料法律相談 

※「Ｗｉｔｈ コロナ」を念頭に3 密を避けて⾏います。皆様の参加をお待ちしております。 
※新型コロナウイルスの感染拡⼤の影響で急に変更・中⽌になる場合がありますのでご了承ください。

他にも楽しい本がたくさんあります。 
ぜひ来てくださいね︕ 
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※「こんな本が読んでみたい」など図書購⼊の希望ある⽅は、図書名、作者名を岩村コミセンまでご連
絡下さい。【電話番号は上記】（希望に添えない場合があります）。 


