
   

   

 

   

 

 

 

  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

令和 4 年 1 ⽉ 9 ⽇に恵那⽂化センターにて成⼈式が執り⾏われました。 
新成⼈として社会に貢献されていくことを願っています。 

 

 

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 2 月 1 日発行 №120 
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＊広告募集（P2） 
＊岩村地域⾃治区運営協議会からのお知らせ（Ｐ3） 
＊岩村こども園、岩⾢⼩・中学校、恵那特別⽀援学校（P４、５） 
＊富⽥地区にてどんど焼き（Ｐ6） 
＊いわむら城下町のひなまつりの予定（P7） 
＊全国⼭城サミット＆嚶鳴フォーラムについて（P8） 
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ホットいわむらだより広告募集について 
 

昨年に引き続き、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に
なりました。「ホットいわむらだより」は毎⽉ 1 回 2,000 部発⾏し、岩村町の各世帯への配
布、公共施設で配布しています。 
 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。 

 
募集要項 
○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４年 4 ⽉号から 
令和５年 3 ⽉号まで 

○募集期間  
２⽉７⽇(⽉)〜２⽉２５⽇(⾦) 
※先着順 
〇募集対象 

岩村町内にある事業所等 
○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 
       Email: iwamurashin@city.ena.lg.jp 
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広告掲載ページのイメージ↑ 



 

 

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令和３年 12 ⽉ 21 ⽇（⽕）と令和４年１⽉ 11 ⽇（⽕）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きまし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。 

<令和３年 12 ⽉ 21 ⽇の議事>  
■旧岩村振興事務所の活⽤について 
  令和２年８⽉に岩村地域⾃治区運営協議会から恵那市に提⾔し 

た旧振興事務所の活⽤について市の地域振興課と⽣涯学習課から 
説明がありました。 

地域からの提⾔内容は「⽣涯学習及び恵那市が誇る先⼈顕彰の 
拠点施設」、「歴史・⽂化を活かした拠点施設」でしたが、市からの提案は（仮）佐藤⼀斎 
記念館として施設整備し、施設運営については地域での運営を考えていただきたいという 
内容でした。 

役員会では市からの提案を受け⼊れ、今後施設整備内容等について市と地域で調整して 
いくことが確認されました。 

■地域のまちづくり活動補助⾦申請事業の選定について 
  地域単独事業について６事業を５事業に絞り込む協議を⾏いましたが、結論が出せず、 

次回の会議で新規事業者の説明を聞き、判断することとなりました。 
  地域間連携事業については、恵南５地域による新規事業で「恵南地区⼭城普及啓発によ 

る地域活性化事業」を申請することになりました。 
◆連絡・報告事項 

「岩村城跡」等の看板設置、岐⾩県要望の結果、太陽光発電所、新型コロナウイルス 
ワクチンの接種、令和３年度恵那市市⺠意識調査結果、2021 ふるさと創⽣花⽕、2022 
全国⼭城サミット恵那⼤会について報告がされました。 
 

<令和４年１⽉ 11 ⽇の議事> 
■旧岩村振興事務所の活⽤について 

（仮）佐藤⼀斎記念館の整備に向けた視察研修を 2 ⽉下旬に開催することが承認されまし 
た。 

■地域のまちづくり活動補助⾦申請事業の選定について 
  令和４年度の岩村地域単独申請事業について「町並みの賑わい創出・地域活性化事業」、 

「交流⼈⼝拡⼤・活性化事業」、「いわむら体験プログラムまるごと提供事業」、「歴史⽂化 
の伝承・保存事業」、「いわむら城下町 路地カラ事業」の５事業を選定しました。 

  この５事業は今後市の審査を経て補助⾦額が決定されます。 
■令和３年度地域⾃治区活動交付⾦の使途について 
  当初予定していました⼈件費の⼀部を城下町ホットいわむらの活動費等に流⽤する案が 

承認されました。 
■令和４年度地域⾃治区活動交付⾦申請書の提出について 
  令和４年度の交付⾦申請に関する事業計画案及び収⽀予算案が承認されました。 
◆連絡・報告事項 

   令和４年度各種審議会・委員会等への委員推薦の進め⽅、恵那市の出⽣数の状況につい 
て報告がされました。 
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令和４年寅年の始まりは穏やかな明るい朝でしたね。感染

症にはまだまだ気をつけなくてはなりませんが、健康な体
で張り切って１年を過ごしていきたいものです。岩村こど

も園の１１０名の⼦
ど も 達 は と て も 元
気︕︕サンタさんに
もらったすごろくや
カルタで楽しく遊ん
だり、冷たい⾵の中で
も⼿作りの凧をあげて
園庭を⾛り回っていま
す。未満児組の⼩さい

⼦は、節分にちなんで「⾖まき」の絵本を読んでもらったね。
⼩さい声で「こわいこわい・・」とつぶやきながら、それで
も⾚⻤と⻘⻤をのぞき込む真剣な顔がかわいかったよ。 

年⻑組は就学に向かいます。⼩さい組の⼦は進級に向けて
まとめる時期。さぁ︕短い３学期ですが、⾃分の思いを充
分に出しながら、体も⼼も育てていこう︕︕明るい春はもう
そこまで来ています。 

 
  

決意を新たに 〜書き初め〜  
１⽉１１⽇（⽕）に３学期が始まりました。この３学期の

キーワードは、「つなぐ」です。始業式では、校⻑先⽣より
「３学期は、⼀番短いので、『続けること』がやり遂げやす
い学期。⽬標に向けて頑張ったことは、必ず進学、進級した

時によい⼒として発揮され
る。『つなぐ』を⼤切にして
過ごしましょう。」という話
がありました。話を聞き、⼦
ども達は、係で、授業で、⽣
活の中で、誇りのもてる姿
を⽬指そうと、決意を新た
にスタートを切りました。 

そして、年始めの活動とし
て、学級ごとに「書き初め」を⾏いました。１，２年⽣は硬筆
で、３〜６年⽣は⽑筆で、「なかよし」「友だち」「新しい⾵」
など、それぞれの学年の課題の字を書きました。どの学級で
も教室内がシーンと静まり、⼀筆⼀筆に気持ちを込めて、真
剣な眼差しで取り組む様⼦が印象的でした。 

🐤🐤🐤 岩 村 こ ど も 園 🐤🐤🐤 
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★★★ 岩 ⾢ ⼩ 学 校 ★★★ 

＜6 年生の様子＞ 

＜1 年生の様子＞ 

＜4 年生の作品＞

＜誰の凧が一番あがるかな＞

＜絵本豆まきコワイよぉ＞

＜冬の名物かるたとり＞ 



 
 

新年に思いを込めて  
 新年のスタートにあたって、⽣徒たちは冬休みに「書き初め」に取り組みました。３学期初
⽇、⼀⼈ひとりが⾃分の選んだ⾔葉に込めた思いを交流し、校内に掲⽰しました。 
 
「刻苦勉励」・・・⼩さな積み重ねが⼤きな⼒になるという意味なので、この⾔葉のように勉強
をがんばりたい。 
「勇往邁進」・・・恐れることなく、⾃分の⽬標に向かってひたすら前進していきたい。 
「誠⼼誠意」・・・⾃分の思いを、⾃分で思ったように伝えられるようになりたい。 

中学⽣という時期は、感性豊かで多くのことを吸収できる時です。今年の⽬標として書き上
げた⾔葉は、これからもずっと⼼に残ることでしょう。 

 

中学部１年⽣は１２⽉１０⽇（⾦）に三学の⾥へ⾏き、味噌作り体
験をさせて頂きました。事前に収穫した⼤⾖をつぶして、⽶麴・⻨
麹・塩を混ぜました。その後混ぜたものを樽に詰めて踏む活動を⾏い
ました。⼤⾖の⾊や形の変化、また⼤⾖のやわらかな感触を⼿と⾜で
楽しむことができました。味噌の完成は１年後になるため、完成がと
ても楽しみです。 

 
⾼等部は１２⽉２１⽇（⽕）に MS リーダーズ活動として校内と岩

村町内に分かれて清掃活
動を⾏いました。岩村町内

の清掃では、岩村駅周辺のゴミ拾いや待合室の窓
拭き、⽊村邸や柴⽥家のような歴史的建造物を清
掃しました。厳しい寒さの中での作業でしたが、
真剣に清掃をする姿がみられました。校外で活動
するのは今年度初となりましたが、今後もこのよ
うな活動を通して規範意識を⾼めるとともに、地
域へ貢献する姿勢を育んでいきたいと思います。
今年も⼀年間よろしくお願いします。 

🌼🌼🌼 恵 那 特 別 ⽀ 援 学 校 🌼🌼🌼 

○●○ 岩 ⾢ 中 学 校 ○●○ 

＜MS リーダーズで清掃活動＞

＜味噌づくり体験＞ 

＜生徒たちの書き初め＞ 
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富⽥地区にてどんど焼きを開催しました 

恒例のどんど焼き。富⽥地区では、寒空の 1 ⽉９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厄を払いました。 
 ※どんど焼きとは、年神様が空へ帰っていくのをお⾒送りし、無病息災や五穀豊穣などを祈願
する⾏事です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

恵那市社会福祉協議会岩村⽀部からのお知らせ 
 

予定しておりました下記の２⽉の⾏事は、新型コロナウイルス感染予防のため、
中⽌させていただきます。 

２⽉ 
◎美容・健康トレーニング 
◎親⼦遊びの場     
◎いっしょにいこまい会 

いきいき教室岩村の活動紹介 
 

＜寅の置物＞ 

恵那市から保健師さんに来ていただき、お⼝の健
康について教えていただきました。 
⼼と体の健康には、お⼝の状態がとても重要。しっ
かり⾷べて、しっかりケアで、いつまでも健康に。

『寅年』という事で、寅の置物をつくり
ました。 

世界でたった⼀つの⼿作り品です。

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/ 

＜お口の健康について＞ 

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 
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＜どんど焼きでおもちも焼きました＞ 

＜ 無病息災・五穀豊穣を願います＞ ＜寒空の中、どんど焼きを開催＞ 

中⽌の
⾏事 



恵那市観光協会岩村支部からのお知らせ 
 

｢いわむら城下町のひなまつり」開催!! 
今年も「いわむら城下町のひなまつり」が開催されます。 
観光協会では、「いわむら城下町のひなまつり」ネーム⼊りの商品を販売していますので、こ

の機会にお⼦様、お孫様にぜひお買い求めください。 
 
             
 
 

 
 
 
 
 
 

 
(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) ＜年末年始以外無休＞

歴史再発⾒ vol.8３ 霊夢岩  
加藤景廉と岩村・ファーストコンタクトの伝説 

     
 ⼤河ドラマ「鎌倉殿の13⼈」が始まりました。遠⼭⽒の祖で⼋幡神社の祭神である加藤景廉が
活躍した源頼朝挙兵の緒戦「⼭⽊館攻め」は第４回、はたして景廉は登場したのでしょうか。 

 景廉の事績は『岩村町史』に詳しく書かれています。今回から数回に
分けて、『町史』を⼿掛かりに、景廉を紹介していきたいと思います。
 今回は、皆さんもよくご存じだと思いますが、⼭上にある霊夢岩（腰
掛岩）の伝説です。『巌⾢府誌』の内容を意訳してみました。頼朝が挙
兵する前の景廉と岩村の出会いの物語です。 

保元・平治の乱の後、世の中は乱れ、⼭上村の⻑も盗賊の横⾏に悩ん
でいました。神社に参籠して願っていると、ある⽇夢の中に神様が現れ
「偉⼈に討伐を命じる」と
告げました。次の⽇、村⻑

は橋の上で強そうな武⼠と出会いました。伊勢から
関東へ向かう途中の加藤景廉でした。神夢の話をす
ると快く応じ、盗賊を退治し、その巨魁を倒しまし
た。村⼈は安堵し、景廉を主に推しました。その後、
景廉は源頼朝に従って戦功を挙げ、この地⽅の地頭
に任ぜられました。村⼈は、かつて景廉が座った岩
を祀り、「加藤⼆坐⽯」と称しました。景廉はこの岩
に座って岩村城の場所を定めたと⾔われています。 

山上にある霊夢岩（腰掛岩）
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おひな様 おみくじも !!

マグカップ 400 円 サラダボウル 300 円 

お子様ラーメン丼 

スプーン付き６００円 
フリーカップ 400 円 

ぜひお買い求めください！



いわむら城下町のひなまつり開催 
令和４年３⽉１⽇（⽕）から４⽉３⽇（⽇）まで、岩

村本通りを中⼼として「いわむら城下町のひなまつり」
を開催します。期間中は、御殿びな、⾦⿂びな、⼟びな、
美濃和紙のおひなさまなど、多種多彩なおひなさまに
出逢うことができます。展⽰されるおひな様の総数は
約３，５００体。 

おひなさまめぐりで春のお散歩なんていかがでしょ
うか︖ 

新型コロナウイルスの感染拡⼤防⽌の観点から、週末のイベントは開催いたしませんので、ご
承知おきをお願いします。

所得税の確定申告 
岩村町で⾏われる所得税の確定申告は、下記の⽇時・場所で受付けます。 

⽇ 時 令和 4 年 3 ⽉ 8 ⽇（⽕）〜3 ⽉ 10 ⽇（⽊） 
午前 9 時〜正午・午後 1 時〜午後 4 時まで 

場 所 岩村コミュニティセンター ⼤ホール 
 

密回避のお願い 
申告会場の密集を避けるため、申告会場では⼊場制限を⾏います。可

能な限り所得税の確定申告は電⼦申告か郵送での提出をお願いします。
詳しい情報は広報えな２⽉号に掲載されます。 

スポーツクラブ紹介 〜岩⾢⼩学⽣ジュニアバレーボールクラブ〜 
 

私たちは週２⽇、バレーボールの練習をしています。 
初⼼者は遊びながらボールにさわりバレーボールの基

礎を学んでいきます。そして、少しずつゲームをする楽
しさがわかってきて、試合が出来るようになります。少
しでも興味のある⼈、⼀度⾒学に来てください。 

（恵那市で唯⼀⽇本バレーボール協会に⼩学⽣として
登録しているチームです） 

 
団 体 名 岩⾢⼩学⽣ジュニアバレーボールクラブ 
代 表 者 ⾜⽴ 修⼀ 
連 絡 先 ０９０－８９５５－０２７１ 
練 習 ⽇ ⽊曜⽇ １８時半〜２０時半 

    ⼟曜⽇   ９時〜１２時 
練習場所 岩⾢中学校体育館 
会 費 ⽉５００円（６ヶ⽉ごとに徴収） 
募集対象 ⼩学１年〜⼩学６年（男⼥問わず） 

（現在⼩学１年から６年まで１８名が⼀緒に活動しています） 
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全国⼭城サミット＆嚶鳴フォーラムについて 
２０２２年（令和４年）の秋に恵那市で⾏われます、全国⼭城サミット・嚶鳴（おうめい）フ

ォーラムは岩村町が深く関わっていますのでホットいわむらだよりを通じて紹介させていただ
きます。 

全国⼭城サミットってなに︖ 
全国⼭城サミットは、全国の⼭城が存在する市町村及び関係団体が、情報交換等を通じて親

睦と交流を深め、⼭城の保存⽅法や観光資源としての⼭城を活かした地域の活性化を図り、潤
いのある豊かなまちづくりを進めていくことを⽬的としています。⼤会は平成 6 年に兵庫県和
⽥⼭町（現在の朝来市）でスタートしました。全国⼭城サミット連絡協議会には、令和３年 10
⽉現在、全国 104 団体、165 城が加盟しており、年々広がりを⾒せている⼤きなイベントです。

全国⼭城サミットは、恵那市で 29 回⽬を迎え、岩村城・明知城を中⼼とし恵那市に 30 カ所
以上点在する城や砦を紹介し、飯⽻間城等も紹介される予定です。その他にも全国から⼭城関
係者が PR に来訪するほか、各地から⾮常に多くの⼭城ファンが訪れることが予想されます。 

ちなみに 3 年前に岐⾩県可児市で⾏われた全国⼭城サミットは 25000 ⼈もの⼭城ファンが
訪れました。このことでも全国⼭城サミットの注⽬度が伺えます。 

嚶鳴（おうめい）フォーラムってなに︖ 
嚶鳴とは⿃が仲間を集めて鳴き交うという意味で、転じて仲間を求めて切

磋琢磨〈せっさたくま〉しながらともに学び、ともに成⻑しあう姿を表すこ
とから、交流し学び合う（嚶鳴する）場（フォーラム）＝「嚶鳴フォーラム」
と名づけられました。 

嚶鳴フォーラムは先⼈の顕彰に賛同する１５の⾃治体で構成され、佐藤⼀
斎・下⽥歌⼦をはじめとする２６名の先⼈を通じて 21 世紀のまちづくり、
⼈づくり、⼼そだてのあり⽅を探り、実現してゆくことを⽬的としたフォー
ラムです。 

嚶鳴フォーラムの趣旨 
１．それぞれの歴史上の⼈物を通して、普遍的な⼈間の英知を再発⾒し 
２．その英知を共有することによって、よりよき地域づくりへの道をともに学び、探りあい
３．それぞれの地域での取り組みと、フォーラムでの成果を全国に情報発信していく  
この嚶鳴フォーラムは、恵那市で２回⽬の開催となり、さらに佐藤⼀斎⽣誕２５０年及び下

⽥歌⼦賞開催２０周年⽬にあたるため、岩村町の先⼈が⼤きく注⽬されるフォーラムとなりま
す。   

いわむら昔ばなし余話 〜⻄郷隆盛・吉⽥茂と⾔志四録〜 
 
佐藤⼀斎先⽣が書いた⾔志四録により、多くの偉い⼈達が、その考えに影

響を受けています。中でも⻄郷隆盛は、島津久光の怒りにふれ、奄美⼤島に
島流しにされたとき、⽚時も離さなかったのが⾔志四録でありました。 

明治維新の変⾰期にも⾔志四録の教えで、強い信念をもって事に当たり、
⼤⻄郷あるのは、⾔志四録の影響であったと思われます。 

戦後間もない時の⾸相、吉⽥茂の場合は養⺟が⼀斎先⽣の孫に当たり、四
録の教えをもってその道を教えたと思われます。⾔志四録は万事この
世での教えとして広く使われています。 

⼀斎先⽣の書いた四録とは、⾔志録、⾔志後録、⾔志晩録、⾔志耋録
てつろく

の四巻からなっており、⼀斎先⽣が社会体験を⽣かしながら、⼈⽣の
後半四⼗余年に亘って書かれた本で、世の中を渡る⼼得書として今も
愛読されています。 
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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２⽉岩村コミュニティセンター使⽤予定
２⽉１０⽇(⽊)  法律相談 
２⽉１９⽇(⼟) ことぶき結婚相談所 
２⽉２１⽇(⽉) のびっこクラブ 

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」。助けあいながら、ママ同⼠の交流を深める事を⽬的に活動し 
ています。 

12 ⽉20 ⽇（⽉）は８組１７名の参加で「⼩枝のオーナメント作り」 
を⾏いました。クリスマスにふさわしい夢のある型で、⼿作りの楽しさ 
を満喫しました。（※オーナメントとは飾りの事です） 

 
 
⽇  時 令和４年３⽉３⽇（⽊）１０時から１１時半まで 
場  所 岩村コミュニティセンター 2 階 ⼤会議室 
内  容 閉級式（修了証書の授与式）、次年度の申し込み受付。 

1 ⽉6 ⽇（⽊）横光亜由美先⽣の指導で「親⼦ヨガ」 
を⾏いました。本格的な寒さの到来で、体調不良の親 

⼦さんが続出。外出には不向きな⽇となりました。 
27 組の登録がある中で、1 組の⽅が冬休み中のお兄ちゃんを連れて出 

席されました。ゆっくりとした呼吸法を教わり、体の隅々まで⾎液が⾏ 
きわたる感覚。⼼⾝ともにリフレッシュできました。

乳幼児期の家庭教育「いわむら学級」のお知らせ 

活動報告 

12 月のびっこクラブ活動報告 

＜親子ヨガの様子＞ 

＜オーナメントを作りました＞ 

⼀般書 らんたん 柚⽊⿇⼦著 ⼩学館 
⼀般書 夜が明ける ⻄加奈⼦ 新潮社 
絵本 きつね⼭の⾚い花  マイクロマガジン社 
絵本 メンドリと⾚いてぶくろ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 
絵本 パンどろぼうとなぞのフランスパン ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

※「こんな本が読んでみたい」など、図書購⼊の希望のある⽅は、図書名、作者名を、岩村コミュ
ニティセンターまでご連絡下さい。（希望に添えない場合があります）。 

 
 

今
月
の
新
刊 
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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。

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】  

人は百歳(ひゃくさい)なる能(あた)わず。 

只(た)だ当(まさ)に志(こころざし)、不朽(ふきゅう)に 

在(あ)るべし。（言志耋録２２８条抜粋） 
 
⼈には、時代や状況が変化しても変わらない「⼈間らしく⽣きる⼒（本性） 

が備わっています。⽬先のことだけにとらわれて⽣きるのではなく、何が⼀番 
⼤切か、どんな⽣き⽅が⼤事かをいつも考えましょう。そして、⼈として⽴派 
な⼀⽣だったと⾃分でも満⾜でき、⼈にもそう⾔われる⼈⽣になるように⾼い 
志をもって⽇々努⼒しましょう。⻑く⽣きても百歳までという短い⼈⽣なので 
すから。 
 

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

総数 4,713 ⼈ （▲10） 〈▲81〉 

男性 2,293 ⼈ （▲3） 〈▲27〉 

⼥性 2,420 ⼈ （▲7） 〈▲54〉 

世帯 1,865 世帯 （▲9） 〈▲18〉 
（ ）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    1,440kg（1,080kg） 
雑誌       1,210kg（1,090kg） 
新聞紙･チラシ  1,780kg（1,235kg） 
雑がみ      370kg （330kg） 
アルミ⽸       129kg （108kg） 
合計      4,929kg（3,843kg） 

       ※( )内は 11 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、12 ⽉の回収実績をお知らせします。 
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『２０２２年は、佐藤一斎生誕２５０年の節目の年です。』
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