
   

   

 

   

 

 

 

  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 9 月１日発行 №115 
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長月 
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＊災害特集（P1-Ｐ3） 
＊ふるさと創⽣花⽕協賛⾦のお礼（P４） 
＊各イベント中⽌のお知らせ（P5） 
＊新型コロナウィルスまん延防⽌に伴う市有施設の閉館について（P12） 
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令和３年８月の集中豪雨 

 令和３年８⽉１３⽇から８⽉１５⽇にかけて⻄⽇本を中⼼に断続的に⼤⾬が降り、岩村町で
もこの⼤⾬により各地区に⼤きな被害がありました。 

岩村町の被害は崖崩れ、倒⽊、法⾯崩壊など２４７件（８⽉１８⽇現在）あり、これほどの
⼤きな災害は平成元年の災害以来、およそ３３年ぶりとなります。まさに『災害は忘れた頃に
やってくる︕』です。 
 次ページには今回の災害の状況を掲載しています。９⽉は災害⽉間です。家族や近隣住⺠の
⽅ともう⼀度災害について考えてみましょう。 

飯⽻間４区地内の蔵前橋



令和３年８月豪雨災害状況 
 

データで見る被害状況(令和３年８月１８日現在：２４７件) 

区 分 件数  内 容 件数 

道路 ８６件  床上浸水 １件

河川 ３７件  床下浸水 ４件

橋梁 ４件  土砂流入 ４１件

住宅 １０件  路面崩壊・洗堀 １８件

水路 ３５件  法面崩壊・崖崩れ・地滑り ６０件

農地 ５０件  倒木 ９件

山地 １２件  氾濫・越水・護岸崩壊 ３４件

その他 １３件  その他 ８０件
 

石畑地内で水路の氾濫９軒の
民家が一時孤立しました。 

飯峡会館裏の市道、地滑りによ
り通行できなくなりました。 

富田７区地内の国道３６３号線
が川のようになっています。 

富田６区一級河川富田川
も大きく崩れました。 

飯羽間上平地内こ
んな大きな舗装が
水流で大きく移動
しています。 

新道の新道橋、こんな巨木が
ここまで流れてきました。 
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恵那市消防団岩村分団のみなさんありがとうございました。 

今回の⼤⾬で、恵那市消防団岩村分団の⽅々には⼤変お世
話になりました。 

８⽉１３⽇夜から８⽉１５⽇⼣⽅にかけ２４時間体制で、
岩村コミュニティセンターに常駐し、⼟砂や倒⽊の撤去、⼟
のう作り・設置、町内パトロールなど息つく間もないほど活
動していただきました。 

お盆休みで家族とゆっくりしたいところを岩村町のために
活動していただき、またご家族には⼤⾬で⼼細いところを『岩
村町のため』と、出動にご理解をしていただき感謝に堪えま
せん。あなたたちは『まちのヒーロー』です。 

近年まれにみる⼤⾬ではありましたが、けが⼈や２次被害
を防ぐことができたのは、消防団の⽅々の多⼤なるご協⼒の
おかげです。 

今回、改めて消防団の必要性を感じました。町⺠の⽣命・
財産を守る⼤切な組織として今後もご協⼒お願いします。 

警戒レベルをもう⼀度確認しましょう 

ニュース・天気予報などでよく⽿にする『警戒レベル』ですが、もう⼀度おさらいしてみましょう。 

警戒レベル 状態 ⾏動 詳細 

５ 
災害発⽣⼜は
切迫 緊急安全確保 

すでに安全な⾮難ができない
状態です。この前に必ず避難
を︕ 

〜警戒レベル４までに必ず避難しましょう︕〜 

４ 
災害の恐れが
⾼い 避難指⽰ 

危険な場所から全員避難しま
しょう。避難所や⾃宅２階など
安全な場所に避難を︕ 

３ 
災害の恐れ 
あり 

⾼齢者等避難 
（恵那市避難所開設） 

避難に時間のかかる⾼齢者や
障害のある⼈はレベル３で安
全な場所に避難を︕ 
避難の準備を始めましょう︕ 

２ 気象状況悪化 ⼤⾬・洪⽔注意報 
（気象庁） テレビ・ラジオ・スマホなどで

気象情報をチェックしましょ
う １ 

今後気象情報
悪化の恐れ 

早期注意情報 
（気象庁） 

 

家に⼊った⼟砂を撤去している消防団→
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ふるさと創⽣花⽕延期のお知らせ及びふるさと創⽣花⽕協賛⾦のお礼 
８⽉１３⽇（⾦）に予定していた『ふるさと創⽣花⽕』は、⼤⾬洪⽔警報のため８⽉１４⽇（⼟）

に延期をいたしましたが、深夜の集中豪⾬により町内各地に災害が多発したこともあり、残念なが
ら中⽌という判断をせざるを得ませんでした。 

花⽕を楽しみにされていた皆様には⼤変申し訳ありませんが、⼼から楽しんでいただける状態で
花⽕を⾒ていただきたいと思っておりますので、ご理解の程よろしくお願い致します。 

なお、代替の⽇程は未定ですが、皆さんが笑顔になれる創⽣花⽕を再度計画し、今年度中に実施
できるよう検討いたします。開催⽇時が決まりましたら、ホットだより・ホームページ等でお知ら
せ致しますので、楽しみにお待ち下さい。 

『ふるさと創⽣花⽕』たくさんの協賛をありがとうございました。⼼より感謝とお礼を申し上げます。
令和３年度協賛御芳名（順不同・敬称略・8 ⽉ 23 ⽇現在） 

⼀⼆三会 岩⾢知新の会 
恵那市職員岩⾢会 (有)エコー 

(有)野々村製作所 ⼟地家屋調査⼠鈴⽊正⾂ ﾌｫｰﾕｰ(株)三輪哲司 瀬⼾⽯油店 岩村接⾻院
S54 年度⼀⼆三会 ⾜⽴能夫 Hyakkei 脇⽥屋 (有)松浦軒本店
原⽥政明 勝川勇作顕彰会 エコノ中垣 岩村醸造株式会社 佐々⽊建設
スズキ設計 恵南サービス 岩村城⼥太⿎ 盛巖寺 細井⾥司
⼩栗左官 三宅⾠哉 ⼭上哲司 居酒屋 殿 ⽥中広道
三宅⻁夫 写真の⻄久保 恵那酸素 野々村春江 鈴⽊清司
深萱澄雄 泉源 春⽇井信司 スポーツショップニシオ 喫茶ラベンダー
伊藤かごや鉄⼯所 松⽉庵 かぶと 妙法寺 浅野モータース
⽥中丈雄・家族 細井健吉 ⿃兵 茅の宿とみだ あしざわや
荻⼭善藏 安藤恵美⼦ 清楽寺 京屋家具店 新村光希・優⼈
⽔半名物販売店 ⼩⼭富雄 ⻄尾綾⼈・⽉那 公⽂式岩村教室 服部真由美
福平栄久 農事組合法⼈富⽥営農 ⼭辺孝夫 郷の薪窯パンKitto! かんから屋
⽥⼝智⼦ 杉浦敏⼦ 近藤明浩 清和堂スペース 天理教岩村町分教会
⽔野建築   
⻄尾秋治 熊⾕太郎 桂芳彦 勝野畳店 藤掛規夫
加登宇酒店 ⼭本耕嗣 吉村攻平 ⼤⿊屋 市川測量事務所
安藤⽣花店 新村彩乃 安藤道治 浅井屋 鈴⽊隆⼀ いわむら⼀斎塾
勝川哲男 安藤博幸 ⻄尾和洋 ⽥中清明 ⼩沢照男
市川新祐 藤井浩喜 ⽔野理容 川原広⼦ 後藤和秀
オフィスミズノ   
⻄尾知⼦ ⼭本重義 佐藤貢司 うめしょう 後藤弘明
⽔野充良 やすだや洋品店 樋⽥敬・はるみ  
鶴⾒敬太郎 みゆちゃん まゆちゃん 寝具の⾼⼭ グリーンハーブ
ふる⾥堀ゆかり 原⽥義⺒ 匿名 ⻄尾のり⼦ 秋⼭耕⼀郎
原⽥英明 宇野英⼆ 伊佐地陽⼀ ⻄尾昭治 宮地良和
市岡幸雄 塚⽥⽂彦 岡野美咲  
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岩村城跡奉仕作業ありがとうございました 
８⽉１１⽇（⽔）に、名古屋林業⼟⽊協会付知⽀部・中津

川⽀部・坂下⽀部、名古屋造林素材⽣産事業協会東濃⽀部
の計２４名の⽅が、「森林・林業社会貢献活動」の⼀環とし
て、岩村歴史資料館周辺や岩村城跡周辺の森林整備をして
いただきました。この奉仕作業は毎年⼭の⽇の前後に⾏わ
れており、草刈り以外にも、⾬で⼟が流れた箇所に⼟のう
を⼊れる等、普段⼿が⾏き届かないような箇所も作業して

いただき、今回の⼤⾬でも⼟のうを設
置していただいた箇所では⼟砂流出
はありませんでした。本当にありがと
うございました。今後も岩村城跡を守
っていきますのでご協⼒をお願いし
ます。 

岩村城跡⼀⻫清掃作業の中⽌について 
         
９⽉ 12 ⽇（⽇）に開催予定の「岩村城跡⼀⻫清掃作業」

は、新型コロナウイルスの感染拡⼤が急速に進⾏している
ため、中⽌することといたしましたので、お知らせします。 
 なお、改めて作業を⾏う場合は後⽇ご連絡をさせていた
だきますので、変わらずご協⼒をいただきますよう、お願
いします。  

岩村秋まつり（神輿渡御⾏列）の中⽌について 
１０⽉２・３⽇に開催予定の岩村秋まつり（神輿渡御⾏列）は、諸般の事情により中⽌します

が、簡易神輿にて渡御⾏列は神職及び⽒⼦にて⾏いますのでご覧ください。   
【⾏列通過の⽬安】     

１０⽉２⽇（⼟） １０⽉３⽇（⽇） 
９時 ５分 武並神社出発 ９時 ５分 ⼋幡神社出発

９時４５分 ⽊村邸 ９時３０分 ⽊村邸 

１０時３０分 ⼋幡神社到着 １０時３０分 武並神社到着

※神事については、両⽇とも午前１１時に神職・⽒⼦・崇敬者（代
表）・雅楽（代表）・打ち囃⼦（代表）・保存会で執り⾏われます。 

「いわむら城下おかげまつり」の中⽌について      
岩村町の秋の⼀⼤イベント「いわむら城下おかげまつり」は、新型コロナウイルスの感染拡

⼤が急速に進んでいることから、昨年に引き続き、残念ながら中⽌します。 
楽しみにしてくださっていた⽅、お店を出店してくださる⽅、その他まつりに関わりを持っ

てくださっていた⽅々には⼤変申し訳ありませんが、ご理解のほど、よろしくお願いします。        
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８⽉は⼦ども達に平和と命の⼤切さを伝える⽉です。⼦ども達は畑の野菜を育てたり、メダカやカ
ブト⾍を飼ったり、⼜絵本を通して動物や同じ年齢の⼦どもの気持ちに思いを寄せ、⼩さいながら
もどう⽣きてゆきたいかを⼼に刻んでいきます。 
コロナ禍で⽣活が制限され続け⼀年半が過ぎましたが、⼦ども達は室内では必ずマスクをし、⼿洗
い・消毒を続けながら過ごしています。 
早く⼤きい声でお喋りいっぱいしたいです。 

 
  
５⽉から７⽉までの期間、学校のトイレを洋式化する⼯事が⾏われました。体育館と校舎内のト

イレをすべて洋式化し、児童⽤トイレは床を張り替えてもらいました。床を張り替えてもらったこ
とで、掃除もしやすく、より衛⽣的に保てるようになりました。さらに、⽔道は⾃動⽔栓にしても
らい、コロナの感染症対策としても安⼼して使えるようになりました。 

⼯事期間中は、普段とは違うトイレに通うなど、⼦ども達にも協⼒してもらったおかげで、 
1 学期の間に⼯事を終了していただくことができました。 
 今後は、軌道に乗ってきたペア掃除を⽣かして、トイレを美しく保つとともに、⾃分も仲間も気
持ちよく使えるように、全校みんなで上⼿な使い⽅をしていきたいと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

🐤🐤🐤 岩 村 こ ど も 園 🐤🐤🐤 

★★★ 岩 ⾢ ⼩ 学 校 ★★★ 

絵本「そら豆くんのベット」に出てくる様

なそら豆が取れました。「ふわふわ」と言

いながらさわった年少さんだったね。 

きゅうりがとれた！ 

寄付して頂いた素敵なドレス

でダンスを踊る年長さん 

年長さんが育てたズッキーニー

を持たせてもらう未満児さん。 

8 月はこんな絵本を読んでもらうよ 

♥楽しみながら、命について学ぶよ！ 

＜洋式化されたトイレ＞ ＜床もきれいに＞ ＜⾃動⽔栓＞
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「中体連 部活動短歌を詠む」 
今年の夏は、中学校体育連盟（中体連）の⼤会が開催されました。この⼤会をテーマとした「短歌

づくり」に、２年⽣が国語の授業でチャレンジしました。今回は、その作品の⼀部を紹介します。
コロナ禍であっても、⾃分ができることを精⼀杯やり抜こうとする前向きな思いを感じていただけ
ると嬉しいです。 

      

  
 

６⽉３０⽇（⽔）に中学部３年１組の４⼈は⽣活単元学習で「地
域のために働こう」という学習として、ボランティア体験をしまし
た。 

ボランティアという⾔葉に触れ、どのようなものであるかを学ん
だうえで、地域の道路沿いの草取りをした後、学校で種からプラン
ターで育てた季節の花を置かせていただきました。 

当⽇までの取り組みでは、草取りで使う道具の使い⽅を学習しな
がら⾃分たちの畑で練習しました。
当⽇は、MS リーダーズのベストを
⾝に付けて、⾏いました。道の草が
⾃分たちの作業によって無くなり
綺麗になっていく様⼦に⽣徒は笑顔になり、積極的に⼀⼈⼀⼈が伸
びている草に⼿を伸ばして抜くことができました。そこに「えなとく
かだん」という看板とともに、プランターを置きました。ボランティ
アの楽しさ、達成感を存分に感じることができた活動となりました。
 地域の皆様の⽬に留まり、⼼をなごませるような「えなとくかだ
ん」にしていきたいと思います。 

○●○ 岩 ⾢ 中 学 校 ○●○ 

🌼🌼🌼 恵 那 特 別 ⽀ 援 学 校 🌼🌼🌼 
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いわっこクラブはパラリンピック公式種⽬「ボッチャ」を⾏い
ました。講師の岐⾩県障害者スポーツ協会の皆さんから競技の仕
⽅を教わりました。 

ボッチャはヨーロッパ⽣まれのボールを使った競技で、2 つの
チームに分かれて、的となる⽩いボールに向けて球を投げ、ボー
ルが近い⽅が勝ちというゲームです。 

さっそくボールを投げたいわっ
こクラブの⼦ども達、最初は強く投げ過ぎたり、弱かったりしました
が時間が経つにつれ好プレーを連発︕敵も味⽅もなくミラクルプレ
ーに拍⼿をし合っていました。ボッチャは年齢や体格差も関係なく
楽しめるスポーツです。 

パラリンピックでは「これやったことあるよ︕」と会話が広がるの
ではないでしょうか。ぜひお家で応援しましょう︕ 

恵那市社会福祉協議会 岩村⽀部 からのお知らせ 
 
◎ いっしょにいこまい会  

９⽉２４⽇（⾦） フラワーボール作り 
午前 10 時半〜午前 11 時半 

         会費４00 円 
持ち帰りお弁当を⽤意します。                     

◎ 健康トレーニング（⼀回５００円） 予約不要                 
9 ⽉ ８⽇(⽔) 午後 1 時半〜午後 3 時 
9 ⽉２９⽇(⽔) 午後 1 時半〜午後 3 時                         

◎ 毎週⽕曜⽇には、「親⼦遊びの場」の開設         
９⽉ ７⽇(⽕)午前 10 時半〜11 時半 プール遊び   

９⽉２１⽇(⽕)午前 10 時半〜11 時半 読み聞かせなど            
第４回ふれあいサロン交流会は中⽌とさせていただきます。 
※ 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/ 

岩村⼭の会 〜落雷に注意〜 
７⽉末に落雷がありました。この写真は⼤

⽊が雷の直撃を受け上部は折れ落下し、幹が
縦⽅向に裂けた写真で雷の衝撃の凄まじさが
⾒て取れます。（岩村町で撮影） 
 ⼤⽊から半径 10ｍくらいに破⽚が⾶び散
りますので、雷雲が近づき、雷鳴が聞こえた時
は、⾼い⽊の下は避け、低⽊内で⾝を低くして
通り過ぎるのを待ちましょう。 

＊＊＊ い わ っ こ ク ラ ブ ＊＊＊ 

（いこまい会フラワーアレンジメントの様子）

みなさん、 

福祉センターへ 

お越しください！

-8- 



歴史再発⾒ vol．79 〜上村合戦の真相〜 

久しぶりに本の紹介です。 
 三浦⼀郎著『上村合戦の真相』は、昭和60年ごろ岩村歴史資料館で販売されていたB6判15⾴の
⼩冊⼦です。著者の三浦さんは甲冑研究家で、岩村とゆかりがあり資料館の企画展の監修もされて
いました。奥付がなく詳細は分かりませんが、私家版だと思われます。資料館で初めて本書を読み、
⽬から鱗の内容にたいへん衝撃を受けたことを覚えています。 
 上村合戦は、元⻲元年または３年12⽉に上村（上⽮作町）で起こったとされる合戦です。当時私
は、『岩村町史』など市町村史の記述に疑問を抱いていました。⼀様に、岩村城を⽬指して上村に
攻め込んできた秋⼭を主将とする武⽥勢を遠⼭⼀族と三河の
⼭家三⽅衆が迎え撃った戦いとしていますが、元⻲元年では
戦いの理由がなく、３年では戦いが岩村落城の後になってし
まい時間軸が合わないのです。 
 本書の語る上村合戦の要点は⼆つ、合戦の当事者を岩村城
の武⽥勢（秋⼭）対織⽥⽅の明知景⾏としたこと、合戦の⽬
的（原因）を遠江で武⽥信⽞と対峙する徳川家康の⽀援のた
めとしていることです。その上で、合戦の経過を、景⾏は⽔
晶⼭から岩村城を攻めようと明知城から漆原の⼭中を進んで
きたがこれを察知した秋⼭が⽊ノ実峠で迎え撃った、として
います。 
 本書で書かれた内容は、その後に⾒つかった史料に基づい
て⾒直すべき点も多くありますが、⼆つの要点は現在も有効
です。 

いわむら昔ばなし余話 〜住み込み定員と⼥中さん〜 

昭和初期の町通りの⼤きな商店には店員が多いところで３〜５⼈ほどいました。そこで住み込
みで働いている店員は、⽊曽や近隣の村の次男・三男の⼈たちが多く町に活気を与えていました。

町の教育⾏政として、巌⾢⼩学校ではそうした⻘年のために『夜学』といって、先⽣が教室を開
放して岩村に在住する⻘年を⼀括して教育をしました。現代でいうところの「定時制学校」でしょ
うか。 

当時は実に画期的なことでそれぞれの
家の仕事と⼣⾷が済むと⾵呂敷で教科書
を包み、それを持参して勉強に励んだもの
でした。 

夜学の夜にたまたま映画や演劇が興⾏
されると、⻘年たちは夜学の⽀度をして出
かけますが、さぼって劇場に⾏くこともあ
ったようです。けれども家の者は何となく
黙認していました。奉公する⼦供たちの⼀
つの楽しみを取らない優しさだったので
しょう。 

住み込み奉公の年期は徴兵検査（２０歳）までが⼀つの区切りでした。 
⼥中さんの場合は、⾏儀、作法の⾒習いはもちろん家族の⼀員として働き、適齢期には商店の⽅

で嫁⼊り道具、⾐装を揃えて嫁⼊り先まで世話をするまで⾯倒を⾒ました。 
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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 
 

 

 

 
 

【NPO 法⼈いわむら⼀斎塾】

我
わ

れ恩
お ん

を人
ひ と

に施
ほどこ

しては、忘
わ す

る可
べ

し。我
わ

れ恵
めぐみ

を人
ひ と

に受
う

けては、忘
わ す

る可
べ

からず。 
（言志耋録１６９条） 

⾃分が恩を⼈に施した場合は、これを忘れてしまうがよい。しかし、⾃分が恵を受けた場合は、決
して忘れてはいけない。 
 東京オリンピック２０２０が開催された。メダリストの多くが、試合後のインタビューで「今ま
で⽀えてくれた多くの⽅々に恩返しができました。」と話していたのが印象的でした。コロナ禍の
中で苦しいトレーニングに耐え、磨いた技術や技、努⼒の成果ではなく、⾃分を⽀えた⽅々への感
謝の⾔葉。 
 とかく、⾃分が⼈に施した恩は忘れず、⾃分が受けた恵みは忘れがちです。今⼀度、どんな⼩さ
な恵みでも⾃分が受けた恵みを忘れず⽣活することで、⾃分の⼼のもちようが変わってくるかもし
れません。 

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 8 ⽉ 1 ⽇現在の⼈⼝・世帯表     
 今⽉ 先⽉ 昨年同⽉ 

総数 4,742 ⼈ （▲4） 〈▲105〉

男性 2,299 ⼈ （±0） 〈▲37〉 

⼥性 2,443 ⼈ （▲4） 〈▲68〉 

世帯 1,891 世帯 （+3） 〈▲1〉 
（ ）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 

ダンボール    1,380kg（1,430kg） 
雑誌       1,690kg（1,220kg） 
新聞紙･チラシ  2,740kg（1,570kg） 
雑がみ      395kg （290kg） 
アルミ⽸       163kg （138kg） 
合計      6,368kg（4,648kg） 

       ※( )内は 6 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、7 ⽉の回収実績をお知らせします。 
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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
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カーテン・ジュータン・クロス・総合室内装飾 
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IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION 

☎0573-43-3722              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8 ⽉20 ⽇に新型コロナウィルス感染症東濃５市緊急事態宣⾔が発令され、東濃５市は新型コロナウ
ィルス拡⼤の緊急事態であることを宣⾔したことから、８⽉２３⽇(⽉)〜９⽉１２⽇(⽇)
まで、原則として岩村コミュニティセンターの貸館を中⽌します。なお、感染がおさまらない
場合は貸館中⽌の延⻑も⾏いますので、今⼀度、基本的な感染防⽌対策を徹底しましょう。 

こども講座を⾏いました
「おもしろ科学実験」①作って遊ぼうセミの鳴き声 
          ②吹き⽟で遊ぼう︕ 
          ③⼿作りのブーメランを⾶ばし⾃分の場所に戻ってくる 

写真は機械を応⽤した「吹き⽟」です。⾵⼒でボール
が浮く姿に⼦どもたちの歓声があがりました。 

 
「夏の思い出を版画で残そう」 
  写真は美味しかったスイカの思い出、2 ⾊刷りです。 
  みどり⾊の部分を1 枚と、くろ⾊の部分を1 枚彫って刷り上げました。 
  みずみずしいスイカが氷の中で冷えています。 

主な 9 ⽉岩村コミュニティセンター使⽤予定
９⽉１０⽇(⾦) 無料法律相談 ※電話相談 
９⽉２７⽇(⽉) のびっこクラブ 

乳幼児期の家庭教育「いわむら学級」のお知らせ 
⽇  時 １０⽉７⽇（⽊）１０時から１１時３０分まで 
場  所 岩村消防署 
内  容 今⼀度、防災について触れ、備えの再確認を学習します。

令和 4 年度岩村コミュニティセンター市⺠講座の募集について
 恵那市は、「学ぶことは幸せなり」と⽣涯学び続けることの⼤切さを説いた郷⼟の先⼈佐藤⼀斎の
「三学の精神」を理念として、年間を通して恵那三学塾を展開し、市⺠講座を開設しております。 

岩村コミュニティセンターで開設してほしい講座がありましたら、ご連絡お願いいたします。 
ただし、予算等でご要望通り開講できない場合がありますので、ご承知ください。 

 
募集期限 令和３年９⽉１⽇（⽔）〜令和3 年10 ⽉31 ⽇（⽇） 
担当  岩村コミュニティセンター ⽥中 ＴＥＬ43-3722
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重要なお知らせ 


