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広報いわむら

ホットいわむらだより
令和 4 年 3 月 1 日発行

国体
少年 2000ｍリレーで４位︕

№121

全⽇本ノービススピードスケート
500ｍ＆1000ｍ 2 冠達成︕︕︕
全⽇本ノービススピードスケート競技会
⼭梨県富⼠吉⽥⼤会（1/22,23）にて

国体スケート競技会⽇光市（1/25〜28）にて

伊藤未来（みき）さん（岩⾢⼩学校 6 年⽣）

鈴⽊義⼈（よしと）さん（中京⾼校２年⽣）左

※「ノービス」とは年齢別クラスの名前です

細井勇⼤（ゆうだい）さん（中京２年⽣⾼校）右

オリンピックイヤーの 2022 年、全国各地でもスケート⼤会が多く⾏われ、その中で岩村
町出⾝の選⼿が⼤活躍しました。次ページには各⼤会に出場した選⼿の出場記録を掲載して
います。これからの活躍が期待されますね。
＊⾃治会加⼊について・消防団員募集（Ｐ3）
＊岩村こども園、岩⾢⼩・岩⾢中、恵那特別⽀援学校（P４、５）

ＣＯＮＴＥＮＴＳ

＊ひなまつり（P6）
＊スポーツクラブ紹介（P8）
＊ふるさと富⽥会館リニューアルオープン（P9）
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2021/22 全⽇本ノービススピードスケート競技会
富⼠吉⽥⼤会にて伊藤未来さんが快挙︕

令和 4 年 1 ⽉ 22 ⽇（⼟）〜23 ⽇（⽇）に⼭梨県富⼠吉
⽥市の富⼠急ハイランド コニファーフォレストセイコオー
バルにおいて「2021/22 全⽇本ノービススピードスケート
競技会 富⼠吉⽥⼤会」が開催され、岩村町飯⽻間 2 区の伊
藤未来さんが⼩学 6 年⽣⼥⼦の 500ｍと 1000ｍに出場
し、どちらも優勝。⾒事２冠を達成されました。来年は中
全国大会で滑走する伊藤さん（手前）
学⽣となり今後の活躍が期待されます。
また姉の伊藤愛（あい）さんも恵南ジュニアスケートクラブでスケートをしており、現在は
恵那農業⾼校１年⽣で今季⾼校総体と国体に出場し、国体 1000ｍで 7 位⼊賞しました。
※伊藤未来さんは⼩学 4 年⽣の時に北海道で⾏われた第 6 回全⽇本ノービススピードスケートで、競技
会の⼩学⽣４年⼥⼦ 500ｍと 1000ｍで準優勝して⽇本スケート連盟のノービス強化指定選⼿に選考さ
れ、夏季にも全⽇本強化練習で北海道へ招待されています。

岩村町出⾝の選⼿がスピードスケート
「⾼校総体、国体、全国中学校⼤会」にて⼤活躍しています。

岩村町出⾝の選⼿が⾼校総体に 3 名、国体に７名、全国中学校⼤会に７名が出場しました。
国体においては⼊賞される選⼿が多数あり、選⼿層の厚さが⾒受けられます。
まさに『スケート王国いわむら』ですね。
各⼤会の出場選⼿の主な成績は以下のとおりです。

全国⾼等学校総合体育⼤会（インターハイ）（⼋⼾市）1/17〜1/21 (※開催順)
〇細井 勇⼤ 中京⾼校 2 年⽣ 1000ｍ,1500ｍ出場
〇鈴⽊ 義⼈ 中京⾼校 2 年⽣ 5000ｍ,10000ｍ出場
〇伊藤 愛 恵那農業⾼校 1 年⽣ 500ｍ,1000ｍ出場

国⺠体育⼤会冬季⼤会スケート競技会（⽇光市）1/25〜1/28
〇細井
〇細井
〇鈴⽊
〇伊藤
〇⻄尾
〇阪上
〇阪上
〇阪上

勇⼤・鈴⽊ 義⼈ 少年 2000ｍリレー４位⼊賞
勇⼤ 中京⾼校 2 年⽣ 1000ｍ７位⼊賞,1500ｍ出場
義⼈ 中京⾼校 2 年⽣ 5000ｍ１１位,10000ｍ７位⼊賞
愛 恵那農業⾼校 1 年⽣ 500ｍ８位⼊賞,1000ｍ７位⼊賞
義靖（よしやす）岩⾢中学 3 年⽣ 1000ｍ出場
国体１０００ｍで 7 位の伊藤愛さん
美咲（みさき）岩⾢中学 3 年⽣ 2000ｍリレー7 位⼊賞
聖⼼彩（せいあ）すずめっ⼦幼稚園 1000ｍ出場
優⾐菜（ゆいな）中京短期⼤学 1000ｍ出場

全国中学校⼤会（中体連）
（⻑野市）1/29〜2/1
〇鈴⽊
〇⻄尾
〇森川
〇遠⼭
〇阪上
〇鈴⽊
〇阪上

涼介（りょうすけ）男⼦ 500ｍ,男⼦ 3000ｍ出場
義靖 男⼦ 500ｍ,男⼦ 1000ｍ出場
細井勇大さん（上段）
国体で滑走する
凌⽻（りょう） 男⼦ 1000ｍ,男⼦ 1500ｍ出場
西尾義靖さん（下段）
幸之助（こうのすけ） 男⼦ 1500ｍ,男⼦ 3000ｍ出場
美咲 ⼥⼦ 500ｍ,⼥⼦ 1000ｍ出場
優歌（ゆか）⼥⼦ 500ｍ,⼥⼦ 1000ｍ出場
天⼼奏（てんか）⼥⼦ 1500ｍ,⼥⼦ 3000ｍ出場
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⾃治会に加⼊をお願いします。
近年、⽇本で発⽣した⼤災害において、⾮常に多くの⽅が、近隣住
⺠同⼠の助け合い、⽀え合いによって助けられたというような報道が
されています。地域のつながりがいかに重要であるかが再認識され、
⽇頃からの住⺠同⼠の関係づくり、そしてそのきっかけとなる地域活
動に注⽬が集まっています。
⾃治会加⼊のメリットは、活動や⾏事などを通じて地域の⽅と親睦
を図ることで、いざという時に助け合える関係が築けます。災害時な
どの緊急時はもちろん、環境問題、福祉など、個⼈や家族だけでは解
決できないさまざまな問題について、地域で協⼒して対策を考えていくことができます。
近隣の⽅で⾃治会に加⼊されていない⽅がみえましたら、是⾮お声掛けをお願いします。
また、⾃治会未加⼊の⽅で、⼊会したいが⽅法がわからない⽅・地域に⾃治会を作りたいが⽅
法がわからない⽅がみえましたら下記連絡先までご連絡ください。
連 絡 先︓岩村町⾃治連合会事務局 （岩村振興事務所
☎0573-43-2111 ✉︓iwamurashin@city.ena.lg.jp

担当︓⼭辺）

消防団員⼤募集︕〜あなたの⼒が必要です〜
恵那市消防団岩村分団では、地域防災の要である消防団員を募
集しています。
消防団は、地域に密着した消防機関として、⽕災時の対応はもと
より、災害時においても、地域住⺠の⽣命・財産を守るうえで重要
な役割を果たします。昨年８⽉１３⽇〜１４⽇にかけての豪⾬災害
時にも消防団⼀丸となって復旧対応しました。
しかし、団員の⾼齢化、⼊団者の減少により消防団組織の維持が （災害現場に急行する消防団）
厳しい状況となっています。
消防団は安⼼安全なまちづくりの実現に⽋かせないものであり、⼀⼈ひとりの⼒を集結するこ
とにより地域の安全が確かなものになります。
今こそ、あなたの⼒が必要です。⼒を合わせ⼀緒に地域を守りましょう︕

（入団者お待ちしております！）

（土砂災害復旧の様子）

お問い合わせだけでも構いません、興味がありましたら下記連絡先までご連絡ください。
問合せ先︓恵那市消防本部 消防課消防団係
☎0573-26-0119 ✉︓syoubou@city.ena.lg.jp
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🐤🐤🐤

岩村こども園

🐤🐤🐤

節分には、⻤に⾖をぶつけて新しい春を呼んだ⼦ども達。
年⻑さんは就学まで、⼩さい⼦は、進級まで残り少ない⽇々となりました。年⻑さんが頑張っ
たマフラー編みと紙粘⼟の鉛筆⽴て作りの様⼦を紹介します。
『マフラー編みにチャレンジ︕』
昔から岩村に伝わってきた先⽣達⼿作りの編み機でのマフラー編み。初
めはぎこちない⼿つきで⽑⽷の扱いにも慣れない⼦ども達でしたが、何度
も繰り返す中で、⾃分なりのコツをつかんでどんどん編み進んでいきまし
た。根気と集中⼒が必要なマフラー編みですが、編む度にどんどん⻑くな
頑張って編んだマフラー
っていくのがうれしくて、張り切ったみんなだったね。
あったか～い
『卒園記念の鉛筆⽴てを作っています︕』
事前に園⻑先⽣に作り⽅を教えて貰ったり、油粘⼟で練習していたため、
当⽇は「しっぽつけよ︕」
「⽿は引き出して作るんだよね」
「消しゴムを置
くところも作る」と、どんどん⾃分で作り進めていく⼦が⼤勢いたね。中
には「え〜できんもん」と悪戦苦闘する⼦もいましたが、先⽣に⼿伝って
もらいながら「リボンも作る」
「帽⼦もいる︕」と⾃分だけの素敵な鉛筆
素敵な鉛筆立てができたね
⽴てを作りました。乾か
した後は、細い筆を使って丁寧に絵の具で⾊を塗
る作業です。
「指の所こまかいな〜」
「私はピンク
⾊にする︕」とそれぞれの思いを出しながら真剣
な顔で⾊を塗り、かわいい鉛筆⽴てが完成しまし
た。みんなが学校へいく机の上で「がんばれ︕」
＜真剣な顔で集中！＞
と応援してくれますよ︕

★★★

岩 ⾢ ⼩ 学 校

★★★

「ふるさとに誇りがもてる学び」〜下⽥歌⼦先⽣の偉業から学ぶ〜
５年⽣児童は、今年度⼀年を通して、総合的な学習の時間に「下⽥
歌⼦先⽣」について学びました。毎年全校児童が下⽥歌⼦賞の短歌の
部に応募しているので下⽥歌⼦先⽣の志についての話は繰り返し聞
いていますが、５年⽣でその⽣い⽴ちや功績、偉業を成し遂げるにあ
天皇皇后両陛下より
歌⼦という名前をもらう
たっての想いなどを詳しく学びます。
１学期は、下⽥歌⼦先⽣の⽣い⽴ちを知ることができる本を読んで調べ学習を⾏いました。
２学期は、⼦ども達から出てきた疑問点をもとに、本校の学校運営協議会会⻑で、実践⼥⼦⼤
学下⽥歌⼦記念⼥性総合研究所の客員研究員でもある鈴⽊隆⼀先⽣より講話をしていただいた
ことを新聞にまとめました。感想を紹介します。
歌⼦先⽣のように全国⺠に教育をすすめることはできなくても、歌⼦先⽣のように困難を乗
り越え、志や⾃分の⼤きな夢をかなえられるような⼈になりたいです。
３学期には、⼀年間のまとめの活動として、歌⼦先⽣の⽣涯を劇にしました。着物やはんてん
等の⾐装を⾝に付け、⾳楽やパワーポイントの効果を使いながら表
現した様⼦は動画に撮り、後⽇保護者の皆さんにも⾒ていただきま
す。２⽉２８⽇には、下⽥歌⼦記念⼥性総合研究所所⻑の広井多鶴
⼦先⽣からリモートでお話を聞き、さらに学びを深める予定です。
地域の⽅々が⼦ども達の活動をサポートしていただけることによ
＜歌⼦先⽣の⼦ども時代＞
（名前はせき）
り、「ふるさとに誇りがもてる学習」が進められています。
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○●○

岩 ⾢ 中 学 校

「温故知新

○●○

〜岩村の伝統を未来へ〜」

岩⾢中学校では、総合的な学習の時間に岩村の伝統
や⽂化を学ぶ「温故知新」の授業を⾏っています。こ
の授業が始まったのは１５年以上も前のことで、岩⾢
中の伝統のひとつになっています。地域講師の先⽣⽅
に年間１３回ほどお越しいただき、岩村の良さを受け
継いでいこうとする⼼を育てることを⽬指して熱⼼に
ご指導いただきます。今年度は、①絵⼿紙 ②スケー
ト ③染め型紙 ④⼸道 ⑤歴史 ⑥⾃然 ⑦岩村の
味 ⑧⼥太⿎の８コースに分かれて取り組みまし
＜ スケート県大会団体の優勝旗・賞状＞
た。（雅楽コースは休⽌）
この学習の成果を「作品展⽰」「掲⽰」「演⽰」「⼤会出場報告」と
いった形で発表する場が「温故知新発表会」です。例年、講師の先⽣
⽅や保護者、地域の皆様をお招きして発表会を開催するのですが、今
年度はリモート配信で実施しました。⽣徒たちは、取り組みを通して
感じたことや成⻑できたことを作⽂にまとめ、講師の先⽣⽅へお届け
しました。
「温故知新」で学んだことが⽣徒たちの⼼に残り、やがて次の世代
の⼦どもたちに伝統を伝える「地域の先⽣」が岩⾢中の卒業⽣から⽣
まれることにも期待を寄せながら、今年の発表会を終えました。⽣徒
の作品を岩⾢中学校ホームページにも⼀部掲載していますので、ぜ
＜ 生徒が作成した絵手紙＞
ひご覧ください。

🌼🌼🌼 恵 那 特 別 ⽀ 援 学 校

🌼🌼🌼

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
製品の販売会を、校外の皆様に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頂けることを励みにして、作業学習に取り組みた
いと思います。
卒業を間近に控えた⼩学部６年⽣、中学
部３年⽣は次の学部の授業や時間割を予習
したり、卒業制作に取り組んだりしていま
す。⼩学部はペットボトルで花壇作り、中
学部は保冷バック作りを⾏っています。仲
間と協⼒して満⾜のいく作品作りを⽬指し
ています。また、⾼等部３年⽣はお世話に
なった校舎の清掃作業を⾏いました。⾼等
部卒業後は地域の作業所や企業で社会⼈と
して働きます。作業学習や学校⽣活で学ん
だことを⽣かして、働く⼈として社会の中
＜ 高等部 3 年生は校舎の清掃作業＞
で役に⽴つ⼈材になってほしいと思います。
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第２０回 いわむら城下町のひなまつり開催
第 20 回「いわむら城下町のひなまつり」を開
催します。
20 年という⼤きな節⽬の開催になりますが、
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「まちなか市」、「⾳楽
祭」、「がんどうちラリー」といった賑やかなイ
ベントは残念ながら中⽌といたします。感染状況
を⾒極めながらというところですが、現時点では
「宵のひなまつり」は開催する予定です。
お出かけの際は、マスク着⽤・⼿指消毒などの
感染対策をしてお願いします。
特徴ある珍しいおひなさまが各所に展⽰されて
いますので、華やかに町並みを彩るおひなさまを
静かにご覧ください。
開催は３⽉１⽇(⽕)から４⽉３⽇(⽇)まで。

⾐装が美濃和紙のおひなさま

2022.3.1（⽕）〜4.3（⽇）

★☆特に珍しい「おひなさま」☆★
（歴史資料館）⽉曜休

午前９時半〜午後 4 時

○岩村藩主邸に伝わる古今びな
（⽊村邸）⽉曜休

午前 10 時〜午後 4 時

○昭和 36 年⾼度成⻑期の⽴派なおひなさま
（勝川家）無休

午前 10 時〜午後 4 時

○美濃和紙のおひなさま
○江⼾時代の享保雛
○ひな⾦⿂…⾦⿂とおひなさまの飾り
（柴⽥家）無休
○御殿雛

午前 10 時〜午後 4 時

○⼟雛

おひなさまを巡りながらお散歩しませんか︖

⾦⿂とおひなさまの飾り「ひな⾦⿂」

装飾が⾒事な御殿雛

宵のひなまつりは、3 ⽉ 26 ⽇（⼟）午後 6 時〜午後 8 時半 に開催予定です。
【問い合わせ】いわむら城下町のひなまつり賑わい構想委員会（岩村振興事務所内）電話 43-2111

恵那市社会福祉協議会岩村⽀部からのお知らせ
まん延防止重点措置は 3 月 6 日までとなりましたが、その後も社会
情勢を見ながら、行事続行について判断してまいります。
急きょ中止となることがございますので、電話にてご確認ください。
美容・健康トレーニング予約不要（一回５００円）
３月 ９日（水） 午後 1 時半～午後 3 時
３月２３日（水） 午後 1 時半～午後 3 時

福祉センター
お風呂へどうぞ

「親子遊びの場」の開設
３月２９日（火）午前 10 時半～午前 11 時半
いこまい会（参加費 400 円 持ち帰りのお弁当があります）
３月１８日（金）午前 10 時半～午前 11 時半

ヤクルトさんのお話

お風呂タオルの販売も
しております

問い合わせ︓ 恵那市社会福祉協議会 岩村⽀所 秋⼭・原⽥
電話 43-0051 ホームページ︓http://www.ena-syakyo.or.jp/
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恵那市観光協会岩村支部からのお知らせ
「にっぽん城まつり 2022」に出展!!

令和４年３⽉ 1９⽇（⼟）
・20 ⽇（⽇）に、セントレア・中部国際
空港前の愛知国際会議場（Aichi Sky Expo）にて開催される「にっぽ
ん城まつり 2022」に出展します。
昨年は 2 ⽇間で 6000 ⼈の⼊場者があり、明知城と共に恵那市⼭城
の PR をしましたが、今年は 10 ⽉に開催される「第 29 回全国⼭城サ
ミット恵那⼤会」もあり、⼤々的に PR します。ぜひご来場ください。

昨年の「にっぽん城まつり
2021」の出展⾵景

「いわむら うまいもんマップ」作成!!
岩村を訪れる観光客のニーズにこたえ、岩村城下町の飲⾷店、カフェ
のお店情報の掲載マップができました。
観光協会協会では、そのほか町並み、お城マップ、ポストカード等多
数そろえていますので、ぜひご利⽤ください。知⼈等に無料で郵送も
いたします。
(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.84

いわむら うまいもんマップ

伊豆の工藤さんちの居候―頼朝挙兵以前の加藤景廉―

２⽉６⽇放送の「鎌倉殿の 13 ⼈」第５話の最後に、ここまでの主⼈公
北条宗時とともに殺された肥満体の武⼠がいました。彼の名は⼯藤茂光
（もちみつ）、加藤景廉とゆかりのある武⼠です。その領地は伊⾖国狩野
荘（現在の伊⾖市）で、
「加藤景廉公⼀族の墓」があり今も岩村と交流を続
けている修善寺の牧之郷もこの中に含まれます。
頼朝挙兵以前の景廉については、確実な史料はありませんが、『源平盛
衰記』
（鎌倉中期〜南北朝期成⽴）、
『保元物語』
（鎌倉中期成⽴）の⼆つの
軍記物語からうかがうことができます。あくまで⼆つが成⽴した 14 世紀
にはこのように伝えられていたということと、話が盛られている可能性を割り引いて読む必要が
ありますが、⼤きく外れてはいないと思います。
『源平盛衰記』では巻 20「⼋牧（やまき）夜討事」で「伊勢国に住んでいたが、⽗景員が平家
の侍を殺害したため、⽗⼦３⼈東国に逃れた。秩⽗⽒や千葉⽒を頼ったが平家を恐れて受け⼊れ
てもらえなかった。伊⾖の⼯藤⽒は兄弟の強さを気に⼊り、景員を聟（むこ）として３⼈を戦の
ときの⽅⼈（かたうど・味⽅）にした」とあります。
『保元物語』では、伊⾖⼤島に流されている源為朝の追討を命じられた⼯藤茂光が、
「伊東、北
条、宇佐美政光、加藤光員、景廉をはじめ 500 ⼈余りで⼤島に渡った」とあります。伊東、北
条、宇佐美はいずれも茂光の親戚で、茂光は⼀族とその郎等を率いて出陣したのです。景廉が茂
光⼀族の武⼠団の⼀員になっていたことがうかがわれます。
簡単にまとめると、平家に三重県を逐（お）われた景廉たちは、静岡県伊⾖市の⼯藤茂光さん
を頼り、その腕っ節を買われて居候となっていたのです。頼朝との結び付きや、後に牧之郷が遠
⼭景朝の領地となったのも、こうした縁によるものでしょう。
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スポーツクラブ紹介

〜⾜⽴クラブ〜

毎週⾦曜⽇、バレーボールの好きな同志が集まって練習やゲームをしています。
年齢、バレーボールの経験は問いません。バレーボールをやってみたいと思っている⼈、
経験がなくても⼤丈夫です。⼀緒に楽しいひとときを過ごしませんか。
団 体 名
代 表 者
連 絡 先
練 習 ⽇
練習場所
会
費
参加資格

⾜⽴クラブ
⾜⽴ 修⼀
０９０－８９５５－０２７１
毎週⾦曜⽇ 午後 7 時半〜午後 9 時半
岩⾢中学校体育館
⽉５００円
問いません

クラブの紹介記事募集︕

この紙⾯を使いさまざまなクラブを紹介します。（運動系・⽂化系を問いません）
詳しくは岩村振興事務所までお問い合わせください。
問い合わせ先

岩村振興事務所 0573-43-2111

E メール︓iwamurashin@city.ena.lg.jp

⽝猫のフンの後始末は飼い主でしっかりと︕

最近、⽝や猫による糞尿被害の連絡が寄せられています。
特にフンの後始末の道具を持たずに⽝の散歩をしていらっしゃる⽅も
みえるようです。
近所のお付き合いもあるので⾔いたくても⾔えずに困っていらっしゃ
る⽅もみえます。これから暖かくなってくるとニオイも気になる季節に
なります。マナーを守っていただくようお願いいたします。

いわむら昔ばなし余話〜⼗三仏〜
⼭上から東海⾃然歩道が飯⽻間へぬけています。峠から飯⽻間へ向かうところを塔が根といっ
て、昔はここに刑場がありました。そして、そこからいくらも離れていないところに寺⼩屋（今
の学校）がありました。ですから、⼦どもたちは勉強をするかたわら、刑場で死刑にされる罪⼈
の様⼦を⾒ることもありました。
あるとき、⼦どもたちは⼀⼈の⼦をいじめて、はりつけ柱にしばりつけ、⽵やりで両脇を突い
たりして、とうとう殺してしまいました。⼗⼆⼈が仲間になってひとりの⼦を殺してしまったの
です。
「うちの⼦は⾒ていただけで、殺していませんから許してやってください」「⼦どものことで
すから、どうしたら死ぬかも知らなかったのです。どうか許してやってください」
親たちはお役⼈に対して、泣いて頼みました。役⼈がたもいろいろと相談しました。そして、
ついに⼗⼆⼈の⼦供たちを全員死刑にすることに決まりました。
「⼈の命は尊いものである。⼀度死んだ者は⽣きかえらない。このようなむごい遊びをするよ
うに育てた親も悪い。親はこの⼦たちの墓にみずからの罪を許してくれと祈るがいい」
役⼈たちが相談して決めたことは、そ
ういうことでした。
こうして、⼗⼆の幼い命は、次々と刑場
の露と消えていきました。
殺した⼦と殺された⼦、⼗三の仏様は、
今も命の尊さを訴え続けているようで
す。
-8-

ふるさと富⽥会館がリニューアルオープン
これまで利⽤者の皆さまにご迷惑をお掛けしていました「ふるさと富⽥会館」の改修⼯事が完
了し、リニューアルオープンします。
つきましては、改修⼯事箇所の概要を下記のとおりお知らせします。また、下記の⽇程で内覧
会を開催しますので、この機会にぜひご来館ください。
◆改修⼯事概要︓和室（⼩） フローリング仕様・冷暖房設備完備
和室（⼤） 畳張替え・冷暖房設備完備
⼩会議室
冷暖房設備完備
男⼥トイレの洋式化
全館ＬＥＤ照明設備を完備し室内が明るくなりました。

内覧会の開催︓令和４年３⽉ 20 ⽇（⽇）と 21 ⽇（⽉）
両⽇とも午後 1 時から午後３時まで
ご利用申し込みはこちらまで
◆住

所：岩村町富田 1916 番地３

◆利 用 時 間：午前 9 時～午後 10 時
◆利用申込先：西村正見宅
電話：0573—43-2592
◆地縁団体名：ふるさと富田振興会
代表者：山本耕嗣

和室（小）

和室（大）

小会議室

大ホール

～～皆さま是非
ご利用ください～～
男女トイレの洋式化

多目的トイレにベビーチェア
が備え付けられました

【利用料金】
区分

利⽤料

冷暖房

区分

（単位：円/時間）
利⽤料

暖房

ＬＰガス

和室（⼩）

300

200

調理実習室

600

200

和室（⼤）

300

200

農産加⼯室

600

200 150（使⽤時のみ）

⼩会議室

300

200

多⽬的ホール

800

200

※富田地区住民以外の利用の場合、岩村町内は 1 回の利用につき 200 円加算、岩村町外は 500 円加算されます。
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IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION

☎0573-43-3722
いわむら町⺠展 中⽌

について

３⽉ 5 ⽇(⼟)、6 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るまん延
防⽌等重点措置が 3 ⽉ 6 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。

主な３⽉岩村コミュニティセンター使⽤予定
3 ⽉ 8 ⽇(⽕)〜3 ⽉ 10 ⽇(⽊) 確定申告
3 ⽉ 11 ⽇(⾦) 無料法律相談
3 ⽉ 19 ⽇(⼟) ことぶき結婚相談所
3 ⽉ 28 ⽇(⽉) のびっこクラブ

※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。
乳幼児期の家庭教育「いわむら学級」のお知らせ
０〜３歳の⼦どもと保護者を対象に、仲間つくりと⼦ども同⼠、親同⼠の
交流の場を提供し⼦育てを応援しています。参加希望の⽅は、岩村コミュニ
ティセンターの窓⼝へお申し込みください。随時受付しております。

のびっこクラブの活動
未就園児を持つお⺟さん⽅が⾃主的に企画、運営をしている団体です。
「岩村のママさんと⼦どもがのびのび笑顔で過ごせる場所」をスローガンにみんなで助け合いなが
ら、ママさん同⼠の交流を深める事を⽬的に活動しています。

今月の新刊

絵本 おたすけびとのにちようび
絵本 ノラネコぐんだんラーメンやさん
絵本 ピンクはおとこのこのいろ
児童書 こどもＳＤＧｓ－なぜＳＤＧｓが
必要なのかがわかる本
⼀般書 「正欲」 朝井リョウ 新潮社
（本屋⼤賞ノミネート作品）
⼀般書 「⽔を縫う」 寺地はるな 集英社
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まちの情報掲⽰板（広告）
広
告

瀬戸石油店

電話 43-2158 飯⽻間 2384 番地 4
専門店だからできる この品揃え、この価格‼
カーテン・ジュータン・クロス・総合室内装飾

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

43-3066

TEL（0573）

定休⽇／毎週⽔曜⽇ 営業時間／AM9:00〜PM7:00

「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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『２０２２年は、佐藤一斎生誕２５０年の節目の年です。』
佐藤⼀斎

一斎先生が言われました

今⽉のひとこと

【NPO 法⼈いわむら⼀斎塾】

学者(がくしゃ)は志(こころざし)大(だい)にして、
工夫(くふう)は則(すなわ)ち
皆(みな)小(しょう)ならんことを要(よう)す。（言志耋録２７条抜粋）

こんな⼈になりたいという⼤きな夢を持つことは⼤切なことです。しかし、その夢を実現す
るためには、どんなに⼩さな事でもいい加減にしてはいけません。
「⼤」を成すためには、
「⼩」
を積み上げていくことが⼤事であり、⼩さな⼀歩を抜きにして「⼤」は成らないのです。
卒業の季節になりました。毎年、岩⾢⼩学校の児童は、⼩学校で学んだ⼀斎先⽣の⾔葉の中
で、⾃分が⼤切にしたい⼀条を⾊紙にしたため、卒業していきます。この⼀条は、多くの児童
が選ぶ⾔葉です。
北京五輪を終えた⽻⽣結弦さんは、「明⽇の⾃分が、今⽇を⾒たときに胸をはっていられる
ようにこれからも過ごしていきたい」とインタビューを締めくくった。４回転アクセルを成功
させるために、⼩さな努⼒を積み重ねていたからこそ出てくる重みのある⾔葉。
卒業は⼈⽣の節⽬。新たに踏み出す⼀歩が志につながります。どのような今⽇を歩むかを考
えていきたいものですね。
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
ダンボール
雑誌
新聞紙･チラシ
雑がみ
アルミ⽸
合計

1,410kg（1,440kg）
1,360kg（1,210kg）
1,280kg（1,780kg）
412kg （370kg）
133kg （129kg）
4,595kg（4,929kg）
※(

)内は 12 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、1 ⽉の回収実績をお知らせします。

岩村町
令和 4 年 2 ⽉ 1 ⽇現在の⼈⼝・世帯表

「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。

今⽉

先⽉

昨年同⽉

総数

4,706 ⼈

（▲7）

〈▲83〉

男性

2,292 ⼈

（▲1）

〈▲29〉

⼥性

2,414 ⼈

（▲6）

〈▲54〉

〒509-7403 恵那市岩村町 1657 番地 1

世帯

1,867 世帯

（+2）

〈▲18〉

☎0573-43-2111(岩村振興事務所内)

（

）内は前⽉との⽐較〈

発⾏/岩村地域⾃治区運営協議会

✉

〉は前年同⽉⽐
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iwamurashin＠city.ena.lg.jp

