
   

   

 

   

 

 

 

  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 4 年 1 月 1 日発行 №119 

2022 

ＣＯＮＴＥＮＴＳ 

＊岩村地域⾃治区運営協議会からのお知らせ（Ｐ2） 
＊まちなかこども作品展（Ｐ3） 
＊お城ＥＸＰＯ2021 に出展（P7） 
＊伊藤⼀樹さん出雲⼤社に作品を奉納（P8） 
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睦月 

昨年は、新型コロナウイルスに明け暮れた一年ではありましたが、感染対策への理
解・協力やワクチン接種も進み少しずつではありますが、日常が戻りつつあります。 

今年は、全国山城サミット・世界ラリー選手権（WRC）・嚶鳴フォーラムと大きなイ
ベントが目白押しで、岩村町が大きく取り上げられたくさんの観光客がみえることが
予想されます。 

是非、岩村町を盛り上げるために皆さまのご協力をお願いします。 

岩村城跡からの日の出 撮影：堀高久さん



岩村地域自治区運営協議会からのお知らせ 
 

岩村地域⾃治区運営協議会役員会が 11 ⽉ 26 ⽇（⾦）に岩村コミュニティセンター⼤会議室
で開催されましたので、会議の概要についてお伝えします。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（http://hot-iwamura.com/）をご覧ください。 
<議事> 
■令和４年度地域のまちづくり補助⾦事業について 

地域単独事業として申請件数を 6 事業から 5 事業に絞り込むための協議を⾏いました。どの
事業も岩村地域計画を推進するために必要な事業との認識から、次回の会議で結論を出すこと
となりました。 

地域間連携事業として、令和 4 年度に全国⼭城サミットが開催されることから、恵南地域の
⼭城による地域活性化を図るための事業申請について協議しました。岩村地域としては申請す
る⽅向で話がまとまり、今後恵南各地域と調整することとなりました。 
■（⼀社）恵那市観光協会岩村⽀部からの要望等について（⼆つ） 
 ⼀つは、岩村城跡（址）への案内看板の設置要望で、⼭城ブームで岩村城跡（址）を訪れる
観光客は増加傾向にあり、また、令和 4 年度に全国⼭城サミットが開催されることから、今後
さらに増加することが予想されるため、できる限り岩村歴史資料館駐⾞場に⾞を駐⾞し、徒歩
で登城していただくよう、国道 257 号線や国道 363 号線に⽬⽴つ看板を岐⾩県に設置要望する
ものです。協議会として要望していく⽅向としまし
た。 

⼆つ⽬は、三好学博⼠にゆかりのある「中将姫誓
願桜」について、恵那市観光⼤使の⾦澤正雄様のご
尽⼒により岐⾩市⼤洞にある願成寺から苗⽊を寄付
していただけることとなり、この桜の苗⽊を城址公
園内にある三好学銅像近くに植栽する提案で、協議
会としてこの場所に植栽することを承認しました。 
  
<報告事項> 

◆旧岩村振興事務所の活⽤について →現在の状況説明 
 ◆恵南地区中学校の統合について  →地域説明会の開催等について報告 
 ◆2021 ふるさと創⽣花⽕について →12/25 に開催 
 ◆ふるさとえな応援寄附⾦の途中経過について →現在の寄付額を説明し、ＰＲを依頼 
 ◆いわむらグランドデザイン策定委員会の開催報告 →11/19 開催の会議概要を報告 
 ◆各部会の開催状況報告について<訪れたいまち部会> →11/5 開催の会議概要を報告 
 ◆セントラルラリー関係報告とラリージャパン 2022 の開催について →Ｒ4.11/10〜13 
 ◆第 29 回全国⼭城サミット恵那⼤会の開催決定について →Ｒ４に恵那市で開催決定 
 ◆嚶鳴フォーラム in 恵那 2022 について →Ｒ４に恵那市での開催決定 
 ◆⽇本⼤正村フォトロゲイニング 2021 の開催報告 →11/21 に岩村・⼭岡・明智で開催 
 ◆ＪＲさわやかウォーキングの開催について →11/4（⼟）に開催 
 ◆WOMENʼS RALLY in 恵那 2021 の開催について →11/4〜5 に開催 

◆恵那太陽光発電所について →現状報告 
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岩村城跡への看板を設置要望します

岩村城跡 



まちなか⼦ども作品展
 ２⽉１⽇（⽕）から 2 ⽉ 14⽇（⽉）まで、岩村本通りの勝川哲男様宅・勝川家・⼟佐屋（い
ずれも本町五丁⽬）にて「まちなか⼦ども作品展」が開催されます。 

岩村こども園・岩⾢⼩学校・岩⾢中学校・恵那特別⽀援
学校の⼦どもたちが制作した絵や版画などの作品が展⽰さ
れます。普段は学校内に展⽰をしていますが、学校を⾶び
出してまちなかで展⽰される貴重な機会です。⼦ども達の
⼒作揃いの作品を、是⾮この機会にご覧下さい。 

注）勝川家は⽕曜⽇休館、⼟佐屋は⽔曜⽇休館です。 
主 催︓城下町ホットいわむら 
事務局︓岩村振興事務所 電話 43-2111 

クラシックカーパレード
令和 3 年 12 ⽉ 5 ⽇（⽇）に恵那市中野⽅町、東野

において開催された『WOMENʼS RALLY in 恵那
2021』に合わせて、岩村町でクラシックカーパレー
ドが⾏われ、60 台以上の名⾞が本町通りをさっそう
と駆け抜けました。 

パレードに参加された⽅は、「⾞と町並みがマッチ
してとても楽しいのでまた参加したい。」と感想を述
べられました。 

このイベントを知らずに
岩村を観光された⽅も、珍
しい⾞、懐かしい⾞を撮影
されていました。 

 
 
 
道路凍結の際、地域の⽣活道路に融雪剤散布のご協⼒をお願いしています。 

融雪剤は下記の場所に置いてありますので、備え付けの⽤紙に名前を記⼊していただき搬出
してください。  

〇旧岩村振興事務所（東側､旧職員⽞関） 
〇飯峡会館（正⾯⽞関横） 
〇ふるさと富⽥会館（東の川側） 

☆☆注意点☆☆ 
○⾼温にならない場所や湿気の少ない場所に保管してくださ
い。（固まってしまい使⽤できなくなります。） 
○散布は公共道路のみにしてください。個⼈地などへの散布はおやめください。 
○数に限りがありますので⼀度にお渡しできる量は３袋までとしています。 

ご協⼒お願いします。 

令和３年第１回の展示の様子です

街並みを走るアミルカー 

融 雪 剤  公共道路の凍結防止にご利用ください 
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←かっこいいオープンカー 

憧れのトヨタ 2000GT→ 



  
 
 

大根が抜けて嬉しかった！！ 
グループホームくわのみの⽅に招待していただき、⼤根抜きを

初めて経験した年中組です。 
抜き⽅を教えてもらいましたが、中には⼤きな⼤根がなかなか

抜けずに悪戦苦闘した⼦も。みんなで頑張って⽴派な⼤根を沢
⼭抜いて、⼀⼈⼀本、家にもらって帰りました。 

施設のおじいちゃんやおばあちゃんから「クリスマスプレゼ
ントだよ」と、⼿作りの雪だるまやまつぼっくりツリー等のお⼟産
をもらい⼤喜びの⼦ども達でした。 

お礼に運動会で踊った「ハイパー忍者」の踊りを⾒てもらい、「ア
ンコール︕︕」の声に張り切ってもう⼀曲踊ったみんなだったね。

く わ の み の
お じ い ち ゃ
んやおばあちゃんから「かわいかった」「涙
が出るくらい嬉しかった」の⾔葉をいただ
き、いい⼀⽇になりました。 

 

 
  
１２⽉の⼈権週間に合わせて、本校では、１１⽉２９⽇〜１２

⽉３⽇を「ひびきあい週間」とし、⼈権について考える取り組み
を⾏いました。 

⼈権教育推進担当の職員から「⼈権」とは何かという話をした
後、児童会より「居⼼地のよい学級をつくるために、学級ごとに
『ぽかぽかせんげん』（めあて）を考えて取り組みましょう。」
という提案がありました。それをもとに、どの学級も話し合いを
⾏い、「ぽかぽかことばをたくさんつかう」、「全員のよさを⾒つけます」、「⼀⼈⼀⼈が⾃分
から仲間の努⼒している所を⾒つけて伝えよう」などの『ぽかぽかせんげん』を考えました。毎
⽇できたかどうかの振り返りを⾏いながら取り組みを進め、⽇にちが経つごとに学校全体に温か
い雰囲気が広がっていくことを感じました。 

学校全体としても１１⽉、１２⽉は「つたえる」をキーワードに、「仲間への感謝の気持ちを
ことばでも伝えよう」というめあてで取り組んでおり、「ひびきあい週間」を⾏うことで、より

「つたえる」ことを意識した⽣活が送れたと思います。 
この期間中に、３年⽣は、⼈権擁護委員の⽅よりご指導いた

だき、「⼈権学習」を⾏いました。『花咲き⼭』の朗読を始め、
⼈権について学ぶ良い機会となりました。 

取組期間は終了しましたが、引き続き「ぽかぽか⾔葉」を意
識して使ったり、多くの⼈が⼿を挙げてよさ⾒つけの発⾔をし
たりする姿が⾒られます。今後も「学校が楽しいと笑顔で⾔え
る学級づくり」を⽬指して、進めていきます。 

🐤🐤🐤 岩 村 こ ど も 園 🐤🐤🐤 
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＜たくさんとれたよ～＞ 

＜おっきな大根や！＞

＜ハイパー忍者だ＞ ＜ばあちゃんどうだった！？＞ 

★★★ 岩 ⾢ ⼩ 学 校 ★★★ 

＜人権学習の様子＞ 

＜ぽかぽかせんげんの話し合い＞ 



 
 

「誇りづくりの第Ⅳ期 〜合唱を通して〜」 
岩⾢中学校では、１年間を５つのステージ（期）に分

け、各期のスローガンに向かって活動しています。 
 

 
 
 
 
 
 
 
現在はⅣ期「誇りづくり」の締めくくりの時期となり、

特に合唱に⼒を⼊れて取り組んでいます。今年度は新型
コロナ感染予防のため、例年実施している「合唱のつど
い（合唱祭）」は、規模を縮⼩せざるをえませんでした。
しかし、クラスや学年の仲間とともに曲を完成させるこ
とで得られる充実感はかけがえのないものです。Ⅳ期、
仲間とともに⾼めた誇りを胸に、１年間の締めくくりと
なる第Ⅴ期へと進んでいきます。 

 

１１⽉下旬に⼩学部の児童、１２⽉上旬に⾼等部の⽣徒が修学旅⾏に⾏ってきました。 
⼩学部６年⽣は、１１⽉２６⽇（⾦）にアクア・トトぎふと各務原航空宇宙博物館へ⾏って

きました。アクア・トトぎふでは、⽇本の⼩さな川に住
むサワガニから海外の⼤きな河川に住むオオナマズ、カ
ピバラ等、たくさんの⿂や⽣き物を⾒たり、買い物を楽
しんだりしました。各務原航空宇宙博物館では、実物の
⾶⾏機の⼤きさに驚きながら、昔の実験⾶⾏機やヘリコ
プター、ロケット等を⾒学しました。また、スペースシ
ャトルの発射の映像を⾒たり、シュミレーションゲーム
を夢中になって遊んだりしました。６年⽣全員そろって
の修学旅⾏は、笑顔いっぱいの 1 ⽇になりました。 

⾼等部３年⽣は、１２⽉３⽇（⾦）に⾼⼭市へ⾏っ
てきました。昼⾷は⾼⼭グリーンホテルで⾶騨⽜の握
りや陶板焼き等をいただき、⼣⾷はパルティールプラ
スでおしゃれな雰囲気の中、コース料理を堪能しまし
た。また、⽇中には⾼⼭の古い町並みをグループに分
かれて散策しました。買い物をしたり、建物の特⾊に
触れたりすることで、岩村と⾼⼭の町並みを⽐較しな
がら散策することができました。⾼等部の最⾼の思い
出を作ることができました。 

🌼🌼🌼 恵 那 特 別 ⽀ 援 学 校 🌼🌼🌼 
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○●○ 岩 ⾢ 中 学 校 ○●○ 

＜仲間と気持ちを合わせよう＞

＜高山市内を散策＞ 

＜ヘリコプターかっこいい＞ 

＜伴奏も生徒が行います＞ 

Ⅰ期「⼟台づくり」（４⽉〜） 
Ⅱ期「絆づくり」（６⽉下旬〜） 
Ⅲ期「挑戦」（１０⽉中旬〜） 
Ⅳ期「誇りづくり」（１１⽉中旬〜）
Ⅴ期「継承と決意」（１⽉下旬〜） 



 
いわっこクラブ 〜ネイチャーゲームを⾏いました︕〜 

いわっこクラブでは、⾃然を観察しながらネイチャーゲー
ムを⾏いました。 

冬の寒さの中でも、⼦どもたちは元気いっぱい校庭の草⽊
を観察しながら葉っぱを集め
ました。 

⾊々な形の葉っぱや秋⾊に
染まった葉っぱ、⽊の実など
たくさんの⾃然を発⾒する
ことができました。最後に⽩い紙に⾒つけたものを貼り付け作品
にして、みんなで鑑賞し合いました。いつも⾒逃してしまってい
る道端で、⾃然を⾒つけられたらいいですね︕ 

※ネイチャーゲームとは五感を使って自然を直接体験するプログラム（野外活動）です。 

恵那市社会福祉協議会岩村⽀部からのお知らせ 
 
「親⼦遊びの場」の開設 午前 10 時半〜午前 11 時半 

1 ⽉１１⽇（⽕）親⼦遊び・絵本 
１⽉２５⽇（⽕）親⼦遊び・絵本 
２⽉ １⽇（⽕）親⼦遊び・絵本 

いっしょにいこまい会 
1 ⽉２１⽇（⾦） 午前 10 時半〜午前 1２時半   
 新年会 ギター＆マンドリンによるミニコンサート 
     スピードくじで、お花を当てよう︕ 
お⾷事会を再開する予定です。 

美容・健康トレーニング予約不要（⼀回５００円） 
１⽉ ５⽇（⽔） 午後 1 時半〜午後 3 時 
１⽉２６⽇（⽔） 午後 1 時半〜午後 3 時 
２⽉ ９⽇（⽔） 午後 1 時半〜午後 3 時 

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。 

いきいき教室岩村の活動紹介 
岩村福祉センターでは、⽔曜⽇と⾦

曜⽇に【いきいき教室】を開催していま
す。⾼齢の⽅の交流や活動の場として、
毎回楽しく活動しています。活動内容
は、健康体操に⾳楽療法、脳トレ、作品
作り、外出などです。寒い冬ですが「わ
はは」と笑って、温かい気持ちで元気で
過ごしましょう︕いきいき教室では、
⼀緒に楽しんでいただける仲間を募集
しています。興味のある⽅は右記連絡
先にご連絡下さい。 
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福祉センターへ 

お越しください！ 

＜たんけんルーペでありさん体験だ＞ 

＜勝った！！！！＞ 

問い合わせ︓ 恵那市社会福祉協議会 岩村⽀所  秋⼭・原⽥ 
いきいき教室 森下 

電話 43-0051 ホームページ︓http://www.ena-syakyo.or.jp/

＜足を上げて～1・2・1・2＞ ＜麻雀で頭の体操＞ 



恵那市観光協会岩村支部からのお知らせ 
 

令和 4 年「お城ＥＸＰＯ2021」に出展 
第 29 回 全国⼭城サミット恵那市開催を PR!! 

令和３年 12 ⽉ 18 ⽇（⼟）・19 ⽇（⽇）に、横浜市み
なとみらい「パシフィコ横浜ノース」で開催された「お城
ＥＸＰＯ2021」に出展しました。 

⼭城サミットの告知をしながらパンフレットを配ると
ほとんどの⽅がパンフレットを⼿に取り、中には「岩村城
いいですね。来年、⼭城サミット⾏きます。」と⾔われ、
岩村城と⼭城サミットへの関⼼の⾼さが伺えました。   

イベントブースでは、⼭城サミット
PR 動画、岩村城、明智城の紹介を３０
分にわたり紹介しイベントブースがほ
ぼ満席となる中で、PR することが出来
ました。 

 
 (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) 

歴史再発⾒ vol.82 ⽔晶⼭の敵に備えた幻の⼤堀切 

     
平成30年11⽉1⽇号「侍屋敷に偽装した岩村城の守りの要」で、岩村城と⽔晶⼭を結び現在は

観光道路が通る尾根に、かつては⼤堀切が２本以上あったと推定しました。今回はその根拠をも
う少し詳しく説明したいと思います。写真をご覧ください。これは「明和３年岩村城平⾯図」か
ら観光道路が通っているところを切り取ったものです。左上は帯曲輪の南東コーナーで、⾚い線
は⼟塀、この上は東曲輪です。右下は⽔晶⼭⽅⾯です。観光道路は、尾根を右下から左上に向か
って登り、⾚い線が直⾓に曲がっているところで帯曲輪に⼊り、直進して出丸へと向かいます。
中央と左下に描かれている縦⽅向の細⻑い線は当時の道です。中央の道は帯曲輪の東曲輪⼆重櫓
脇にあった⽔晶⼝⾨から、左下の道は俄坂⾨から出て、⽔晶⼭⽅⾯に向かいます。平⾯図では図
外となって描かれていませんが、この下で合流し、現在の⽔晶⼭登⼭道へ続きます。 
 図をよく⾒ると２本の道のちょうど観光道路が通って
いるところに「堀切道」と記載があり、道が尾根を越え
るところが切り通しになっていたことが分かります。岩
村城から周囲に伸びる尾根には戦国時代に造られた堀切
が残っています。この切り通しも戦国時代の堀切を利⽤
しているとみてよいと考えています。 
 ⽔晶⼭につながる観光道路の尾根は、岩村城を攻める
ときには誰でも最初に⽬を付ける場所です。実際に、天
正３年（1575）の織⽥軍による岩村城攻めでは、織⽥信
忠の本陣は⽔晶⼭に置かれました。絵図からは分かりま
せんが、ここにあった堀切は、現存するものでは⼀番⼤
きな南曲輪の⼤堀切を上回る規模であったかもしれません。 明和 3 年岩村城平面図（部分）

「お城ＥＸＰＯ2021」の出展風景 
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たくさんの方に PR できました！ 岩村城跡をバックに PR！ 



伊藤⼀樹さん 出雲⼤社に作品を奉納 
岩村町在住で⼼の書画家 伊藤⼀樹さん（恵那市観光⼤使）が１１⽉２９⽇に出雲⼤社（島

根県出雲市）に作品を奉納されました。作品の展⽰は１２⽉末までです。 
出雲⼤社での奉納は厳しい審査がありますが、審査を通過し、晴れて奉納が実現しました。 
作品は縦 1.5ｍ横２ｍ。出雲⼤社に残る伝説の柱と⼤きなしめ縄をイメージした絵の上に、

「⼀⼼（いっしん）」と⼒強い⽂字が書かれたものです。出雲⼤社の拝殿で「⼀⼼」の⽂字を刻
み完成し、その後、拝殿に飾られました。 

⼀⼼には、新型コロナウイルスの感染防⽌対策により、マスクの着⽤で相⼿の表情が⾒えな
かったり、楽しい給⾷も黙⾷となっているなど、⽇常⽣活が何かと制限されているこども達の
ため、コロナが⼀⽇も早く終息することを願い、家族・企業・社会が⼼ひとつに乗り越えてい
けるよう祈りを込めて作成されました。 

伊藤⼀樹さんは今後、令和４年４⽉に熱⽥神宮（愛知県名古屋市）、６⽉に銀座（東京都中央
区）で個展が開かれる予定です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

スポーツクラブ紹介 〜岩村バスケットボールクラブ〜 
 

 8 ⽉の恵那市⼤会に向けて練習しています。男⼥問わず、初⼼者の⽅でも歓迎です。 
 バスケしたい⽅は連絡ください。 
 
団体名 岩村バスケットボールクラブ 
代表者 松浦 勝太 
連絡先 080-3282-6397 
 
練習⽇ 毎週⼟曜⽇  

19︓00〜21︓00 
会費  年間 5,000 円 
募集対象 誰でも 
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いわむら⼀斎塾活動報告
令和３年は⼀斎先⽣が岩村を訪れて２００年の節⽬

となるため、令和３年 9 ⽉２５⽇に、⼀斎先⽣が登った
天瀑⼭の登⼭を⾏う予定でしたが、新型コロナウイルス
の影響で延期となり１１⽉２８⽇に⾏いました。 

⼀斎先⽣が辿った⾜取りを確かめるように登ると詩
題碑に到着し、参加された皆さんは２００年前に思いを
馳せながら詩題碑を⾒学されていました。 

１２⽉５⽇には、町内各所に設置してある⾔
志四録⽊版が⽼朽に伴い⾒え⾟くなっている
ため、地域のまちづくり活動補助⾦を活⽤し３
６枚の⽊版を取り替えました。⽊版の⼀部は読
み⽅や解説がわかるホームページのQRコード
を貼り付ける作業を⼩学⽣と⼀緒に⾏う予定
です。 

⻄尾・岩村友好の会 第 1 回歴史講演会「⻄尾城と岩村城」 
12 ⽉ 4 ⽇（⼟）に愛知県⻄尾市中央ふれあいセンターで

第 1 回歴史講演会が開催されました。 
この講演会は⻄尾市の「⻄尾・岩村友好の会」が主催した

もので、岩村町交流協会等から 10 名の⽅が参加されまし
た。当⽇の講師は愛知中世城郭研究会会員の⽯川浩治⽒で、
講演の内容は平城の⻄尾城と⼭城の岩村城について双⽅の
特徴や共通点について写真や図⾯を⾒せながら分かりやす
く解説され、出席された皆さんは興味深く講演を聞かれました。 

⻄尾市とは平成 10 年に⼤給松平⽒の縁により「ゆかりの郷協定」を締結し、市町村合併後も
それぞれの⾏事等を通じた交流が続いています。  

いわむら昔ばなし余話 〜⼋幡さまの天然氷〜 
 
いわむらの冬は、雪が少なくて凍みがきついことが特徴です。その昔

岩村城にこの気象を利⽤した保存⾷の氷餅蔵がありました。 
さて天然氷を考えた⼈は⽔半別館の初代⽔⼝屋の⽂次さんで、いろい

ろな事業を⼿がけられ今太閤といわれた⽅です。 
岩村の気象を商売にして世のため、⼈のためにと⼋幡神社のうっそうと茂る林の弁天池の周

辺に⼈⼯池を九つ創り、冷え込みの厳しい 12 ⽉下旬から 2 ⽉中旬までの零下 10 度から 14
度が連続する⼆週間くらいで、厚さ 15 糎（センチ）の天然氷ができます。これを⼤ノコギリ
で 50 糎四⾓に切り出し、半地下倉庫の⼟蔵（85 平⽶）に運び込んで、オガクズの⾐をめぐら
し、氷をタテ積みに氷肌をくっつけ合って 1 か⽉間保管されます。（250 トン） 

⼋幡さまの天然⽔は⽔質の良さと、冷え込みのきついことにより氷の⽊⽬が細かく溶けに耐
えることから遠洋漁業に積み込まれたり、⾷品関係や病⼈⽤、夏の縁⽇と引っ張り凧で需要に
応じきれない程の⼈気ぶりでした。 

しかし、冷凍冷蔵庫の普及によって、明治 30 年頃から始まった天然氷も昭和 38 年 2 ⽉
に、70 年間続いた岩村名物の⾵物詩と決別をすることになりました。 
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文政四年（1821）秋の
八月、私は天瀑山に登
った。岩村藩の丹羽瀬
裕と小菅勝邦が道案内
を行い、仙台出身の大
島集が従った。この日の
天空は澄んでいて空気
は爽やかであり、大いに
心の儘になって何かしら
楽しい気分だ。



IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION 

☎0573-43-3722              
 
 
 
 
 
   
 
 

※ 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。 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

主な１⽉岩村コミュニティセンター使⽤予定
１⽉１⽇(⼟)から１⽉３⽇(⽉) 休館 
１⽉１４⽇(⾦)  法律相談 
１⽉１５⽇(⼟) ことぶき結婚相談所 
１⽉１８⽇(⽕) 献⾎ 
１⽉２４⽇(⽉) のびっこクラブ 
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未就園児を持つお⺟さん⽅が⾃主的に企画、運営している「のびっこクラブ」。 
スローガンは「岩村のママさんとこどもがのびのび笑顔で過ごせる場所」を基に 
みんなで助け合いながら、ママ同⼠の交流を深める事を⽬的に活動しています。 

11 ⽉22 ⽇（⽉）は「⼿型、⾜型アート」を⾏いました。お⺟さん⽅のアイデ 
ア満載の個性あふれる作品ができました。

 
 
⽇  時 令和４年2⽉7⽇（⽉）１０時から１１時半まで 
場  所 岩村こども園 遊戯室 
内  容 岩村こども園 園⻑の加藤京⼦先⽣と未就園児の 

お⺟さんで語り合い、園の様⼦を理解します。 
 
12 ⽉2 ⽇（⽊）少し早いクリスマス会を⾏ 

いました。サンタクロースの登場で会場は⼤盛り上がり︕ 
パンとジュースのプレゼントが⼿渡されました。 

乳幼児期の家庭教育「いわむら学級」のお知らせ 

活動報告 

⽇  時  ３⽉５⽇(⼟)から３⽉６⽇(⽇) １０時から１５時 
展⽰会場  岩村コミュニティセンタ－⼤ホール  
申込期限  １⽉３１⽇(⽉) 

詳しくは、１２⽉２４⽇配布の町内回覧をご覧ください 

第 26 回いわむら町民展作品募集 

11 月のびっこクラブ活動報告 

＜サンタさんの登場でみんなおおはしゃぎ＞ 

＜手型足型アート＞ 

＜第23 回の作品展の様子＞



「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。

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

カーテン・ジュータン・クロス・総合室内装飾 
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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】  
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こ

の時候
じ こ う

に在
あ

り。（言志後録２４１条抜粋） 
⼈も齢五⼗になると、様々な経験を積み重ね物事に磨きがかけられ習熟もしてきます。孔⼦は

五⼗になったときに天命（天から与えられた役割）を知りました。普通の⼈でも五⼗歳は政治に
関係するのにふさわしい年齢といえます。しかし、この年頃になると世の中のことがよくわかる
ようになって、⾃信過剰の気持ちが出やすくなり、残念な⾔動や不祥事で晩年の節操を失うのも
この時期です。慎まなければなりません。 

⼀斎先⽣は、「⾔志後録」を書き終える６６歳の年に、⼈⽣の節⽬の５０年を迎えた⾃分への
戒めとその頃に岩村を訪れたことを懐かしく振り返って２４１条⽬に書いています。 

今年は、佐藤⼀斎⽣誕２５０年。いわむら⼀斎塾では、様々な企画を計画中です。

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 12 ⽉ 1 ⽇現在の⼈⼝・世帯表     
 今⽉ 先⽉ 昨年同⽉ 

総数 4,723 ⼈ （▲4） 〈▲78〉 

男性 2,296 ⼈ （+2） 〈▲24〉 

⼥性 2,427 ⼈ （▲6） 〈▲54〉 

世帯 1,874 世帯 （▲5） 〈▲9〉 
（ ）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    1,080kg（1,740kg） 
雑誌       1,090kg（1,380kg） 
新聞紙･チラシ  1,235kg（1,790kg） 
雑がみ      330kg （425kg） 
アルミ⽸       108kg （142kg） 
合計      3,843kg（5,477kg） 

       ※( )内は 10 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、11 ⽉の回収実績をお知らせします。 
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