
   

   

 

   

 

 

 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

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 5 月 1 日発行 №123 

2022 

ＣＯＮＴＥＮＴＳ 

＊ひなまつりお礼（P2） 
＊出張スマホ講座に参加しませんか（P3） 
＊スマホ⽤観光マップができました（P7） 
＊岩村城跡清掃をしていただきました（P8） 
＊輝く岩村⼈（ラグビー）（P9） 
＊岩村城跡清掃作業のご協⼒について（P9） 
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皐月 

 4 ⽉８⽇、岩⾢⼩学校に２９名の新１年⽣が⼊学しました。 
今年は、⼊学式に合わせたように⼩学校周辺の桜が満開となり、暖かな春の⽇差しの下、桜も⼊学を

お祝いしてくれているかのようでした。 
これからたくさん遊び、たくさん学んで、楽しい学校⽣活を送ってください。 
 

関連記事 4 ページ



宵のひなまつり開催しました 
3 ⽉ 26 ⽇（⼟）いわむら城下町のひなまつり賑わい構想委員会の主催で宵のひなまつりが⾏

われました。残念ながら、あいにくの天気で、「ひなとうろう」
を本通りに並べることができず、旧岩村振興事務所内に並べ
ました。「ひなとうろう」は岩⾢⼩学校の児童が描いたもので、
ロウソクの替わりに LED ライトで灯されました。 

およそ 130 ⼈の⽅々が訪れ、中には外国⼈の⽅もみえ児童
が作ったひなとうろうを眺めておられました。 

訪れた岩⾢⼩学校の児童は、「どこにあるかわからないよ
お」「私の作ったものここにあった︕」「わあ〜きれい」など、
思い思いに楽しんで頂けたようでした。

ひなまつり協賛お礼 

令和 4 年 3 ⽉ 1 ⽇から 4 ⽉ 3 ⽇までの約 1 か⽉間にわたり開
催してまいりました「いわむら城下町のひなまつり」は、町内の
皆さまのご協⼒により無事に実施することができました。実⾏委
員会⼀同、深くお礼申し上げます。 

昨年に引き続き、新型コロナ感染予防のため「宵のひなまつり」
のみの開催となってしまいましたが、ひなまつりの開催にあたり
以下の⽅々から協賛⾦をいただきました。ありがとうございまし
た。ここに報告させていただきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

富⽥のこいのぼり 
毎年恒例となってきました、「なんか楽しいことやろまいか富⽥︕︕」による、鯉のぼりが今年

も元気に富⽥の農村景観の中を泳いでいます。5 ⽉末まで泳ぎますのでみなさん是⾮ご覧くださ
い。 

 
 
 
 
 

また、ご家庭で使わなくなった鯉のぼりがございましたら岩村振興事務所までご連絡ください。
☎︓43-2111 岩村振興事務所 

 

2022 いわむら城下町のひなまつり協賛⾦ご芳名（敬称略） 
勝川勇作顕彰会 加藤すみゑ、福平栄久、渡會直⼦、宮澤すみ⼦、⽔野みちこ、川原広⼦、 
樋⽥はるみ、三園了三、⿊⽊鈴枝(⼭岡町)、紀岡伸征(⻑島町）、⾜⽴宏⼦(各務原市)、吉村園
⼦(中津川市）、古⽥暁美(関市)松浦軒本店、藤井時計店･藤時屋、瀬⼾⽯油店、エコノ中垣、か
ぶと、安藤⽣花店、清楽寺、加登宇酒店･あまから岩村店、エコー⾐料品店、スポーツショッ
プニシオ、やすだや洋品店、⽔半名物販売店、清和堂スペース、うめしょう、⼭丸屋商店、ふ
る⾥、やましろや、鈴⽊順治商店、匿名希望 6 件  
計 38 件 132,000 円、町内募⾦箱 7 か所 25,140 円、合計 157,140 円 

（平成 30 年度）第 71 回 いわむら夏祭り⼤変装⾏列・出し飾り・⾏灯 審査結果
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＜ひなとうろうの様子です＞ 

＜好評の金魚びな＞ 



出張スマホ講座のおしらせ 
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桜が満開に咲いた４⽉７⽇。岩村こども園は新⼊園児を迎え⼊れ、全
園児１０７名でスタートです。園服を着て、ちょっと緊張気味に⾨をく
ぐった新⼊園児のみんな、⼊園式の間はお⽗さんやお⺟さんと⼀緒に座
って上⼿に話が聞けました。名前が呼ばれると「ハイ︕」元気に⼿をあ
げてくれた⼦や恥ずかしくって「ハイ」の⼦もいたね。先⽣達の指⼈形
を笑いながら指を差し、ニコニコと⾒たみんなでした。 

⼀つ⼤きくなった年中・年⻑組さんは、新しいネームバッジを付けて
「おやつをたべよう」や「ぐんぐんどこまでも」の遊戯を張り切って⾒
せてくれました。さすが先輩︕ 

令和 4 年度も地域の皆さんに応援して頂きながら、元気で明るい岩村
こども園をつくっていきたいと思っています。よろしくお願いいたしま
す。 

 
 
 
 
 
 
 

★★★ 岩 ⾢ ⼩ 学 校 ★★★ 

⼊学式では、29 名の新⼀年⽣が仲間⼊りし 
ました。 
どの⼦も姿勢よく座って話を聞き、担任の先 
⽣から名前を呼ばれると、元気いっぱいに 
「はい。」と返事をすることができました。保 
護者席の⽅へ向きを変え、しっかりおじぎを 
する姿も⽴派でした。 

⼊学式には、6 年⽣が在校⽣代表として出席 
しました。校⻑先⽣が式辞の中で、佐藤⼀斎先 
⽣の⾔葉を紹介すると、６年⽣全員で三学戒 
の暗唱を披露しました。 

1 年⽣の学級びらきでは、『かしこさ』『やさしさ』『たくま 
しさ』の三つの種を蒔き、担任の先⽣から「今⽇からみんな 
で、三つの種を⼤きく育てていこう。」という話を聞きました。 

しっかり話を聞くかしこい姿や、はっきりとした声で返事
をするたくましい姿、全員の返事が終わるまで静かに待てる
やさしい姿から、早速、三つの種が芽を出しました︕これか
らのみんなの成⻑が楽しみです。 
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🐤🐤🐤 岩 村 こ ど も 園 🐤🐤🐤 

＜さくら組＞ 

＜芽を出した 3 つの種＞

＜担任の先生からのお話＞ 

＜もも組＞ 

＜いちご・ひよこ組＞ 

＜うさぎ組＞ 



 
○●○ 岩 ⾢ 中 学 校 ○●○ 

春⾵に祝福されて 〜岩⾢中学校⼊学式〜 

  
新⼊⽣３４名を迎え、岩⾢中学校の新たな１年がスタート
しました。新⼊⽣たちは、⼼地よい春⾵に吹かれて⼊学式
に臨み、代表の伊藤未来さんが⼒強く決意の⾔葉を述べま
した。学校⻑からは、中学⽣として⽬指したい５つの姿を
伝えました。 

今年の岩⾢中は、２年⽣４７名、３年⽣４４名で、全校
⽣徒１２５名になります。学校⽣活だけでなく、地域の⽅
と⼀緒に活動できる⾏事にも積極的に取り組んでいきたいです。

🌼🌼🌼 恵 那 特 別 ⽀ 援 学 校  🌼🌼🌼 

こんにちは︕恵那特別⽀援学校です 
 学校の桜が満開の４⽉８⽇（⾦）、⼩学部１３⼈、中学
部１７⼈、⾼等部１４⼈、合計４４⼈の児童⽣徒が当校に
⼊学し、体育館にて滞りなく⼊学式を挙⾏しました。 

また、同⽇在校⽣につきましても、始業式を⾏いました。
今年度は全校児童⽣徒１３２⼈でスタートします。現在、
恵那特別⽀援学校では７台のスクールバスを所有してい
ますが、新型コロナウイルス感染症対策の為、５０％以下
の乗⾞率で運⾏することになっています。そのため観光
バス等のバスを借り上げ、台数を追加し、登校時に１３
台、下校時に１０台という多くのバスが岩村町内を運⾏し
ています。安全運転に努めますので、何卒ご理解のほどよ
ろしくお願いします。 

未だ新型コロナウイルス感染症の影響が懸念される中
ではありますが、地域とともにある学校づくりに努めま
す。本年度も恵那特別⽀援学校での充実した教育活動
に、岩村の皆様のご⽀援をよろしくお願いします。 

＜新入生 34 名です＞ 

＜入学式の様子＞ 

＜いい緊張感を 

もって入学式に 

臨んでいます＞ 
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＜恵那特別支援学校のスクールバス＞ 

①感謝できる⽣徒 
②ふだん⼒を培う⽣徒 
③学ぶ楽しさを知る⽣徒 
④本に親しむ⽣徒 
⑤役に⽴つことのできる⽣徒



               
 

    
 こんにちは、いわっこクラブです。 

いわっこクラブでは、放課後の岩⾢⼩学校や休⽇の岩村町内で⼀年を通して地域のみなさんと
関わりあいながら様々な体験活動を⾏います。よろしくお願いします。 
今年度の活動予定 

⽇にち 内  容 講  師 

5/16 (⽉) はじめの会 
（説明、親⼦で段ボール⼯作） A・SO・BO︕プロジェクトさん 

5/21 (⼟) ⽥植え体験 ホットいわむらのみなさん 

6/13 (⽉) ⾛り⽅教室 市川 新祐さん
7/11 (⽉) みんなで作って遊ぼう 吉村 綾⼦さん 

8/8 (⽉) 川で遊ぼう  
9/12 (⽉) えのぐ遊び いたや さとしさん
9 ⽉末予定 稲刈り体験 ホットいわむらのみなさん 

11/7 (⽉) ネイチャーゲームをしよう 恵那⼭ネイチャーゲームの会のみなさん 

12/5 (⽉) しめ縄づくり（家族参観） 鈴⽊ 孝司さん
1/30 (⽉) よっちゃん体操 細川 義正さん
2/27 (⽉) ひなまつり⽤餅花づくり 商⼯会⼥性部のみなさん 
【お問い合わせ】 

⽣涯学習課 放課後⼦ども教室担当︓和⽥ 
恵那市⻑島町正家⼀丁⽬１番地１（恵那市役所⻄庁舎４階） 
時間︓平⽇午前 8 時 30 分〜午後 5 時 15 分 
電話︓0573-26-2111（内線 474）放課後⼦ども教室直通︓090-4400-0771

 

◎美容健康トレーニング（1 回 500 円）予約不要 
５⽉１１⽇（⽔）午後１時半〜午後 3 時 
５⽉２５⽇（⽔）午後１時半〜午後 3 時 

◎「親⼦遊びの場」 
５⽉３１⽇（⽕）午前 10 時半〜午前 11 時半 

◎いっしょにいこまい会（400 円） 
 ５⽉２０⽇（⾦）午前１０時半〜 

健康体操（持ち帰りの弁当⼜はセンターでの⾷事） 
 
 

岩邑中学校生徒の皆さんのボランティア活動 

先日沢山のエコキャップが届きました。 

このエコキャップは、世界中の 

子供達のワクチンへと変わります。  

恵那市社会福祉協議会岩村⽀部事業は、岩村町⺠の皆様からの社協会費で
⾏っております。 ホームページ︓http://www.ena-syakyo.or.jp/
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親子遊びの場 

新聞をやぶって、花吹雪

にしてまいて遊んだよ。 

ありがとう

社会情勢の変化に伴い、 
急きょ中止となる場合がございますので、
何卒ご了承ください。 

恵那市社会福祉協議会岩村⽀部からのお知らせ 

恵那市放課後⼦ども教室 いわっこクラブ紹介 



恵那市観光協会岩村⽀部からのお知らせ 
 

「スマホ⽤」いわむら観光マップができました。 
いわむら観光マップ『まちなみ編』、『お城編』をスマートフォンなど

で見ることができるようデジタル化しました。 

スマートフォン内のイラストマップ上で現在位置の確認ができたり、

散策した軌跡が確認できたり、更にスポット情報を得ることができ、

非常に便利に使えるようになっています。 

いわむら観光デジタルマップは、「十六

銀行」とイラストマップをスマートフォ

ンの位置情報と連動してデジタル化事業

を手掛ける「stroly」との連携第一弾とし

て作成しました。QR コードを読み取っ

て、是非使ってみてください。 

 

 

歴史再発⾒ vol.85 景廉は実は病弱だった︖ 
治承 4 年（1180）8 ⽉、頼朝挙兵の⼭⽊館攻めで戦功を挙げた加藤景廉は、10 ⽉の富⼠川の

戦いでも先陣として奮闘しました。その後も⼤活躍︕と⾔いたいところですが、これ以降２年間、
ばったりと記録が途絶えてしまいます。 

次に⾒えるのは、寿永元年（1182）6 ⽉７⽇で、頼朝主催の飲み会の記事です（『吾妻鏡』同
⽇条）。この⽇、頼朝は御家⼈を引き連れて由⽐ガ浜に出掛け、若⼿武⼠の⼸⾺の訓練を⾒学し
ました。その後で宴会となったのですが、景廉は途中で意識不明となってしまいます。醜態をみ
られないよう⼤幕で包まれ、同僚が抱えられて屋敷に戻りました。そして、翌⽇、容態を⼼配し
た頼朝は、⾃ら景廉の屋敷に⾒舞に出掛けています。このとき景廉は回復しており、そのまま頼
朝の供をしたとありますので、飲み過ぎだったのでしょう。このころの頼朝や御家⼈達はなにか
と⼝実を⾒つけては飲み会をしており、『吾妻鏡』は丁寧に飲んだメンバーを記録していたりし
ます。にもかかわらず２年間空⽩だと⾔うことは、景廉はそれまで宴席に出ておらず、久しぶり
の飲酒だったと思われます。 

次に景廉が登場するのは⽂治元年（1185）２⽉です。平家追討のため九州に渡った源範頼軍に
参加した景廉から⽗景員の許に、重病にかかり死を覚悟しているとの書状が届いたのです（『吾
妻鏡』同年２⽉ 29 ⽇条）。これを知った頼朝は、使者に⾺を持たせて景廉の許に向かわせ、容態
が安定したらこれに乗って帰ってこいと命令します（『同』３⽉６⽇条）。 
 ⼆つのエピソードは、頼朝と景廉の主従関係の緊密さが分かるエピソードです。そればかりで
なく、5 年間ほとんど働いていない（『吾妻鏡』に登場しない）のに、これ
だけ⼤切にされるのは、病気で公休扱いになっていたからじゃないかな、
と思います。景廉は、頼朝旗揚げのときの無理がたたって⾝体を壊し、療
養していたのでしょう。そして、いよいよ平家追討という重⼤事にあたり、
本復しないまま従軍し、病を悪化させてしまったのです。剛勇で頼朝の側
近であったのに『吾妻鏡』で活躍があまり⾒られないのは、景廉が病弱だ
ったからかもしれません。 

(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)

E-mail    kankou@iwamura.jp 
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スポーツクラブ紹介 〜恵南剣道クラブ〜 
毎週⽊曜⽇、剣道の練習を⾏っています。剣道をやってみたいと思っている⽅、経験がなく

ても⼤丈夫です。ともに汗を流しませんか︖⼀度ご連絡ください。 
団 体 名 恵南剣道クラブ 
代 表 者 ⼤嶋綾⼦ 
連 絡 先 0573-32-1124  
練 習 ⽇ 毎週⽊曜⽇ 午後６時半〜午後 9 時 
練習場所 岩⾢中学校柔剣道場 
会  費 年間 2000 円 

いわむら昔ばなし余話 〜藤坂のはなし〜 
正治年間（⼀⼀九九年頃）の話です。鈴⽊三郎重植の姫重の井は⽗親が⾃慢するほど⼤変な

美⼈でした。源頼朝は重家に「そなたの娘を加藤次景廉の妻とせよ︕」と命じました。重の井
は⽗親の元や⽣まれ故郷の紀州藤城村を離れ難く思いましたが、重植は「将軍様の命令じゃ。
この村の藤の実を持って⾏き、藤の⽊を育て故郷を思い出せ。」と⾔って守袋に藤の種を⼊れて
持たせました。姫は輿⼊れがすむとすぐに登城坂に種を蒔き、毎⽇⼿⼊れをして⼤切に育てま
した。やがて、五⽉になると藤城村に負けない藤の花が咲くようになり姫の⼼をなぐさめまし
た。以来景廉の⼦孫の遠⼭⽒はこの登城坂を藤坂と呼んで藤の⽊を⼤切にしたといいます。 

時代は変わり、城主が丹⽻⽒の頃（⼀六四〇年頃）、丹⽻⽒の家⾂中嶋平兵衛は毎⽇の登城の
時、藤坂に来ると藤の種が多く落ちていて滑って転び登城に不便であるとして、藤の⼤⽊を全
て切り倒してしまいました。すると、不思議なことにその切り株から⾎がながれだしました。
中島平兵衛は塩をまいて清め、神主沼⽥若狭守に祈らせてその怨念を鎮めました。しかし、丹
⽻家に不祥事が発⽣し、越後国へ国替になったのは重の井の無念さが消えていなかったからで
あると⾔います。 

岩村城跡清掃をしていただきました 

3⽉8⽇と4⽉13⽇に恵那市造園協会とえな・ふれあいの
家の11名で岩村城跡の清掃を⾏っていただきました。 

これは恵那市造園協会と恵那市の間で、県史跡岩村城跡清
掃作業に関するボランティア協定が締結された最初の活動と
なります。4⽉とは思えないような暑さの中でしたが、主に
⼋幡曲輪を中⼼に草刈り作業をし、笹⽵の刈り取りや⽯垣に
悪影響がある雑⽊を切る等の作業を⾏っていただきました。 

おかげで、今まで⾒えなかった⼋幡宮跡も⾒えるようにな
りました。また、えな・ふれあいの家の⽅々により⽯垣の間に⽣えている草を取っていただき

⾒違えるようにきれいになりました。 
恵那市造園緑化協会の⻄尾⽒からは今後も定期的に⾏い、

皆さんに気持ちよく観光していただきたいとのありがたい⾔
葉をいただきました。 

全国⼭城サミットに向けて、⼒強い⼀歩が踏み出せたと思
います。恵那市造園協会とえな・ふれあいの家の皆さんあり
がとうございました。 
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＜ご協力ありがとうございました＞

＜作業の様子＞ 



輝く岩村⼈ 〜ラグビーの⼤会で全国 7 位⼊賞︕〜 
3 ⽉ 26 ⽇、27 ⽇に横浜市⽇産スタジアムにて、ラグビーの⼤会「第 14 回ヒーローズカップ

決勝⼤会」が開催され、関ラグビースクール所属のロイ
ド太芽（たいが）くん（岩村町上平、当時岩⾢⼩学校 6
年⽣）が出場しました。 

⼤会前に恵那市役所で開かれた激励会では、「チーム
のために活躍できるよう頑張りたい」と抱負を語り、⼤
会本番でも俊⾜を⽣かしトライを決めるなど、有⾔実
⾏の⼤活躍で会場を⼤いに沸かせました。 

この春に中学⽣になり、今後も関ラグビースクールに
てラグビーを続けていくとのこと。今後の活躍に⽬が
離せません。がんばれ太芽くん︕︕︕ 

岩村城跡清掃作業について 
       
史的な財産を次代に継承し、地域の誇りを守るため「岩村城跡の清掃作業」を下記の⽇時で

実施いたします。 
ご多忙のところ恐縮ですが、みなさまお誘い合わせのうえ是⾮ご協⼒ください。 
 

作業当⽇は、町内⼀⻫清掃がありますので 
町内⼀⻫清掃終了後にご参加願います。  

１．⽇  時  令和４年６⽉５⽇（⽇）※⼩⾬決⾏ 
        （中⽌の場合、当⽇の午前７時に広報にてアナウンス） 

受付︓午前９時 45 分〜 
作業︓午前 10 時 00 分〜12 時 00 分 

２．集合場所  岩村歴史資料館前 
        （作業内容を説明後、移動します。） 
３．作業内容  ⽯垣の清掃、草刈り等 
４．持 ち 物  タオル、軍⼿、帽⼦、草刈機（燃料は⽤意します） 

鎌、熊⼿、鍬、脚⽴、箕、スコップ、⽵ほうき 等 
５．お問い合せ   岩村振興事務所 近藤（℡43－2111） 
６. 主    催    城下町ホットいわむら 後援︓恵那市観光協会岩村⽀部            

関ラグビースクールのメンバー。 
太芽くんは前列の左から 4 番目です 

試合での一幕 
相手選手を交わしそのままトライを決めました

決勝大会の前には市長から激励を受け
ました。右は父のリックさん
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※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。 

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION 

☎0573-43-3722  

 
 

 
 

  

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
  
 

主な 5 ⽉岩村コミュニティセンター使⽤予定
5 ⽉12 ⽇(⽊) ⼈権相談 
5 ⽉13 ⽇(⾦) 無料法律相談 
5 ⽉21 ⽇(⼟) ことぶき結婚相談所 

3 ⽉28 ⽇「こぎつねくんワールド」にご⼀緒させていただき、コミセン⼤会議室で中京学院⼤学の
横井喜彦先⽣から沢⼭の絵本を紹介して頂きました。 

先⽣のやさしい語り⼝から話される絵本の世界、読み継がれた絵本でも新鮮に感じ、親⼦で楽しい
時間を過ごす事が出来ました。 

春休み中の⼩学⽣のお兄ちゃん、お姉ちゃんも⼀緒になって、総勢21 名10 組の親⼦さんの参加が
ありました。 
 
 
 
 

 
4 ⽉7 ⽇（⽊曜⽇）に⾏われた今年度初の乳幼児学級、新 

規加⼊者が4 組（10 名）あり、総勢21 名の活動で始まりま 
した。そのうち2 組の⽅は他町から岩村へ転⼊予定です。 

楽しい⾃⼰紹介で輪が和み、すっかり打ち解けた雰囲気に 
なりました。 

⼤きなクッションブロックは市で購⼊して頂き、⽊のブロ 
ックは児童⺠⽣委員の⼤嶋さんから寄贈して頂きました。全 
部で53 個あります。ありがとうございました。 

乳幼児学級は0 歳から未就園児のお⼦さんとそのご家族に 
参加いただき、地域を知り親⼦のふれ合い、親⼦同⼠の交流 
を図ります。 

加⼊希望の⽅は、いつでも受付しておりますので、コミセ 
ン窓⼝へお気軽にお越しください。 

乳幼児期の家庭教育「いわむら学級」の活動報告 

のびっこクラブ活動報告 
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＜ブロックありがとうございました＞ 

＜みんな仲良しになりました＞

＜絵本たのしいなあ～＞ ＜横井先生の読み聞かせ＞ 



 
「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） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

広 告  

カーテン・ジュータン・クロス・総合室内装飾 
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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 

瀬戸石油店 
電話 43-2158 飯⽻間 2384 番地 4



 
 

 

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】

三軍(さんぐん)和せずんば、以て戦いを言い難し。百官

(ひゃっかん)和せずんば、以て治(ち)を言い難し。書に云

(い)う。「寅(つつしみ)を同じゅうし、恭(うやうや)しきを協(か

な)えて、和衷(わちゅう)せん哉(かな)」と。唯(た)だ和の一

字、治乱(ちらん)を一串(かん)す。（言志晩録一二三条） 

全軍がまとまらなくては、戦うことは難しい。役⼈全体がまとまらなくては、よい政治はでき
ない。中国の古典『書経』に、「同僚が互いに⼼を同じくし、互いに敬い、互いに和し、⼼から
誠意をもって接し合おうではないか」とある。 

このようにただ和の⼀字が⼀貫して⼤切なのである。 
 
江⼾時代と現代では戦争の戦い⽅や規模は異なるが、⼈の命が失われることに違いはない。ウ

クライナで起きている戦争を思うと、「和」の⼼をロシアへ伝えたい。 

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４⽉ 1 ⽇現在の⼈⼝・世帯表     
 今⽉ 先⽉ 昨年同⽉ 

総数 4,673 ⼈ （▲25） 〈▲80〉 

男性 2,264 ⼈ （▲19） 〈▲39〉 

⼥性 2,409 ⼈ （▲6） 〈▲41〉 

世帯 1,860 世帯 （▲6） 〈▲15〉 
（ ）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    1,530kg（1,000kg） 
雑誌       1,380kg（1,030kg） 
新聞紙･チラシ  1,830kg（1,530kg） 
雑がみ      360kg （420kg） 
アルミ⽸       117kg （107kg） 
合計      5,217kg（4,087kg） 

       ※( )内は 2 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、3 ⽉の回収実績をお知らせします。 

『２０２２年は、佐藤一斎生誕２５０年の節目の年です。』
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