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岐⾩県スポーツグランプリ表彰を受賞︕︕︕
おめでとうございます

⇧新年射会で⼸を構える荻⼭さん（1990 年 1 ⽉撮影）

今年 2 ⽉、⻄町の荻⼭善蔵さんが岐⾩県から「岐⾩県スポーツグランプリ」の表彰を受けられま
した。91 歳になる荻⼭さんは 76 年の⻑きに渡り⼸道に取り組み、その功績が認められました。
このスポーツグランプリ表彰とは、⻑年にわたり、⽣き甲斐を持って楽しくスポーツ活動を実践
されている矍鑠（かくしゃく）とした⾼齢者の⽅を対象に「岐⾩スポーツグランプリ賞」を授与し、
その御功労を讃えるとともに、より⼀層の⽣涯スポーツの振興を図るものです。

ＣＯＮＴＥＮＴＳ

＊岩村地域⾃治区運営協議会通常総会報告（P2）
＊城下町クリーンステーションの収益⾦贈呈（P3）
＊恵那フォトロゲイニング 2022 参加者募集中（P3）
＊集まれ︕みんなの体⼒テストの開催（P9）
＊町屋マルシェ・楽市街道まつり・ふくろうまつりを開催（P9）
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岩村地域⾃治区運営協議会からのお知らせ
令和４年度岩村地域⾃治区運営協議会総会が５⽉１７⽇（⽕）に岩村コミュニティセンター⼤
ホールで開催されました。総会では事業計画案等の議事について審議されました。
令和４年度の事業計画案が以下のとおり決まりましたのでお知らせします。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。
■令和４年度岩村地域⾃治区運営協議会役員【任期︓令和 3 年 4 ⽉〜令和 5 年 3 ⽉（2 年間）】
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■令和４年度岩村地域⾃治区運営協議会事業計画
１．岩村地域⾃治区総合計画の進⾏管理
２．いわむらグランドデザイン<観光まちづくり指針>（2014〜2033）の⾒直し
３．空き家・空き店舗対策
４．⾃治会加⼊率の向上
５．地域学校協働活動の推進
６．移動⼿段の⾒直し
７．地域課題への対応
８．市・県・国等への各種要望
９．ホットいわむらだよりの発⾏（毎⽉発⾏）
10．各部会の事業計画（地域計画に基づく施策の推進及び進⾏管理）
11．まちづくり活動補助⾦申請事業の推進及び令和 4 年度事業の選定
12. ふるさとえな応援寄付⾦活⽤事業
各部会の施策
【訪れたいまち部会】
➀岩村城跡の保存と景観対策②外国⼈の誘客対策③新しい観光資源の活⽤・リピーター対策
④空き家対策⑤⼈材確保（育成）
【住み続けたいまち部会】
①空き家を出さない活⽤⽀援②⾃治会の活性化③交通⼿段の確保④住みやすい環境の確保
【笑顔あふれるまち部会】
①安⼼して遊べる・預けられる場所の確保②⼦ども同⼠の交流（上下と横のつながりを創る）
③郷⼟を愛する⼼を育てる（地元に誇りを持つ）④若者が結婚し地元に残るために⑤⼦ども
の笑顔でみんなも笑顔⑥⼼と体の健幸
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城下町クリーンステーションの収益⾦贈呈について
（令和 3 年度分）

⽇頃は城下町クリーンステーションのご利⽤、あり
がとうございます。
令和３年度の売却益と市補助⾦が確定しました。
皆さまに持ち込んで頂いた資源の売却益が 285,154
円で、市の補助⾦が 279,898 円でしたので、この合計
565,052 円が城下町クリーンステーションの総収⼊と
なりました。
収⼊は取り決めにより、⼩学校・中学校各 PTA に

226,021 円が分配されました。

収益⾦の贈呈
令和３年度の総回収量

皆さまがご利⽤いただいた積み重ねが、⼩中学校の
PTA の活動費になります。クリーンステーションに資
源が集まれば集まるほど地域の⼦ども達のために活⽤
するお⾦が増え、地域に還元されますので、皆さまの
さらなるご協⼒とご⽀援をよろしくお願いします。

ダンボール

17,330 ㎏

69,320 円

雑誌

17,120 ㎏

51,360 円

新聞・チラシ

22,525 ㎏

90,100 円

雑がみ

4,547 ㎏

9,094 円

アルミ⽸

1,632 ㎏

65,280 円

恵那フォトロゲイニング 2022 を開催します︕
フォトロゲイニングとはオリエンテーリングとウォークラリーをミックスしたようなナビゲー
ションスポーツです。地図とコンパスを持って岩村町、⼭岡町、明智町の町や⼭に設置されたチ
ェックポイントを探し、チェックポイントで写真を撮影、得点をゲットします。
今年度は初めて⼭岡農村環境改善センタ
ーをスタート・ゴールとして実施します︕

参加者募集中︕︕
令和 4 年 7 ⽉ 3 ⽇（⽇）開催︕

（6 ⽉ 15 ⽇に⼤会開催の可否を決定します）

【エントリー期間】
（仮申込）4 ⽉ 23 ⽇〜6 ⽉ 8 ⽇
※参加者名簿に登録されます
＜昨年のフォトロゲイニングの様子＞
（本申込）6 ⽉ 15 ⽇〜6 ⽉ 22 ⽇
※参加料の⽀払い期間
６時間クラス・４時間クラス 定員３００名
（6 時間クラス:120 名 3 時間クラス:180 名）
男⼦・⼥⼦・混合・ファミリー・ベテラン
コロナ対策に万全を期し、皆さんをお迎えします︕
歴史と⾃然豊かな恵那市恵南の地でフォトロゲをお楽しみ下さい。
⼤会公式 HP︓ https://www.ena-photorogaining.com
（お問い合わせ）
恵那フォトロゲイニング実⾏委員会 （担当︓寺澤）
⼤会公式 HP
電話:0572-65-4770 Mail:ena.photo.rogaining@gmail.com
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🐤🐤🐤

岩 村 こ ど も 園

🐤🐤🐤

少し前まで「ママ〜」と泣いていた新⼊児の⼦もずいぶん園の⽣活に慣れ、砂場で泥んこ遊
びを楽しんだり、三輪⾞でところせましと園庭をこぎ回って遊べる様になってきました。朝の
遊びはこどもの⼀⽇を決める⼤事な時間です。年少組は新しいクレヨンを受け取りニコニコし
ながらグルグル書きを楽しみました。年中組は、ひまわりの花や⼤⾖の種を蒔いたり、キュウ
リの苗も植えました。年⻑組はニンジンの種蒔きや、すでに植えたジャガイモの成⻑を楽しみ
に観察しました。「遊びと仕事でこどもを育てる」を⽬標に令和４年度岩村こども園の活動が少
しずつ動き出したこの頃です。未満児のうさぎ組さんは、お散歩が⼤好きだね。いちご・ひよ
こ組は、よく泣けて、おんぶに抱っこ、乳⺟⾞での園庭ドライブが続いています。コロナ感染
症には気を付けながら、明るく元気に過ごしたいと思います。

＜鯉のぼりを見ながら、歌をうたったよ＞

★★★

＜年長さん、ニンジンの種蒔＞

岩 ⾢ ⼩ 学 校

＜緑ヶ丘の真田さんマスクをありがとう＞

★★★

「かけっこ教室」オリンピック選⼿、⻘⼾先⽣に教わりました︕

５⽉１１⽇（⽔）、4 年⽣と５年⽣を対象に「かけっこ教室」が開
かれました。講師は、陸上男⼦１００メートルの元⽇本記録保持者、
⻘⼾慎司さん。
速く⾛るためのコツをたくさん学びました。まずは、姿勢。⽴っ
たときに頭からお尻までが⼀直線になるように背筋を伸ばすこと
が⼤切。座っているときも腰を⽴てて座ることを意識すれば、⾜が
速くなり背も伸びると聞くと、すぐに⼦どもたちの姿勢もピン︕
次に、⽣卵を持つ感じで⼿を握り、腕を直⾓に曲げて振ること。
そして、ももを⾼く上げること。実際に練習をしてみると、なかな
か簡単にはいきません。腕の振りを意識するとももの位置が低くな
り、⾜に注意すると腕が伸びてしまいます。でも、オリンピック選
⼿も同じ練習をされていると聞き、どの⼦も⼀⽣懸命取り組みまし
た。早歩きやスタートダッシュも有効だと教えていただき、⻘⼾先
⽣のお⼿本に近づけるよう練習しました。
「苦し
い時こそ笑顔でがんばる︕」という⻘⼾先⽣の
かけ声で、みんな笑顔で楽しくがんばることが
できました。
教わった練習を続け、今年のスポーツテスト
の５０メートル⾛では、⾃⼰ベストが出せると
いいですね。
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＜青戸慎司先生お願いします＞

＜ももを高くあげる！！！＞

＜先生の指導わかりやすいです＞

○●○

岩 ⾢ 中 学 校

「１年⽣宿泊研修

○●○

〜旭⾼原⾃然の家〜」

５⽉１２・１３⽇の２⽇間、１年⽣
が「愛知県旭⾼原⾃然の家」で宿泊研
修を⾏いました。過去２年間は宿泊が
できず、根の上⾼原での研修でした
が、今年度は当初の計画通り実施する
ことができました。⼼配された⾬の影
響も少なく、１年⽣は⽇頃の学校⽣活
＜1 年生の集合写真＞ 以上に元気な姿で２⽇間を過ごしまし
た。ウォークラリーでは、グループのメンバーと知恵を出し合って
ゴールを⽬指しました。キャンプファイヤーでは、「フォークダン
ス」「猛獣狩り⾏こうよゲーム」
「進化じゃんけん」などで⼤いに盛
り上がりました。２⽇⽬に挑戦したカレー作りでは、初⽇の研修で
作った⼿作りスプーンでおいしくいただきました。⽣徒たちの笑い
声が周囲の⼭々に響き、とても爽やかで実りある研修となりまし
た。 旭⾼原研修で深めた仲間とのつながりを、これからの中学校
⽣活で⽣かしていきます。

＜心躍るキャンプファイヤー＞

＜カレー作りに挑戦＞

実践学園⼥⼦中学校と岩⾢中学校との交流
実践学園⼥⼦中学校の２・３年⽣の⽣徒が岩村を訪れ、下⽥
歌⼦先⽣にまつわる名所や観光スポットを巡りました。
岩⾢中学校では、⽣徒が町屋や下⽥
歌⼦勉学所で待機し、施設の案内や
岩村の良さを伝えました。⼀部の⽣
徒は和装でお迎えし、実践学園⼥⼦
中学校⽣徒との交流に花を添えてい
＜観光スポット巡り＞
ました。

🌼🌼🌼 恵 那 特 別 ⽀ 援 学 校

＜和装でお迎え＞

🌼🌼🌼

暖かい⽇も増えてきた４⽉から５⽉にかけて、⼩学部、中学部では遠⾜
小学部：
春の虫見つけの様子
やハイキング等、校外での活動を⾏いました。
⼩学部３・４年⽣は岩村いきがい会館に遠⾜に出掛けました。いきがい
会館では、春の⾍である蝶々を⾒付け、静かに近づいて観察したり、暖か
な陽気の中で友達と⼀緒にシャボン⽟を⾶ば
したりして楽しみました。
中学部１年⽣は河川公園に出掛けました。道
中の岩村城下町では、五⽉⼈形や鯉のぼりなど
季節のものを⾒付けながら歩きました。河川公
園では芝⽣の上で思い切り駆けまわったり、岩村駅に停まる列⾞を⾒
たりして楽しみました。
中学部：
岩村駅に立ち寄りました
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恵那市放課後⼦ども教室

いわっこクラブ

今年度初めてのいわっこクラブをおこないました。
親⼦で「ゆーらりゆりのき」をやりながら⾝体と⼼をほぐしました。
親⼦の笑顔がとても素敵でした。その後講師の A・SO・BO︕プロジェクトさんによるダンボ
ール⼯作で「ピタゴラスイッチ作り」をしました。
しっかり説明を聞いて、ダンボールの型抜きをして丁寧に作っていきました。
※⼦どもの感想より・・三年間いわっこクラブをやってきて、初めてのダンボールの⼯作でとて
も楽しかった︕
※保護者の感想より・・親⼦で楽しく⼯作ができてよい時間になりました。出来上がってから
次はこうしようといろんな遊び⽅を考えてやっていたので良かった。
ダンボール⼯作は、のりやテープも使わずに作れて、難しいところは親⼦で協⼒して楽しめまし
た。連続ころがしなど⼯夫して遊ぶことができていました。
5 ⽉ 21 ⽇には、ホットいわむらさんに教えていただきながら、⽥植え体験をする予定です。

＜「ゆーらりゆりのき」をやっています＞

＜ダンポールでピタゴラスイッチ＞

恵那市社会福祉協議会岩村⽀部から 6 ⽉のお知らせ
来館前に、⾃宅で検温をしてきて下さい。
◎いっしょにいこまい会
６⽉１７⽇（⾦） 午前 10 時半〜午前 11 時半
会費 400 円(感染対策を⾏い⼀緒に⾷事もします)
ボッチャに挑戦（誰もが⼀緒に楽しめるスポーツです。）
◎美容・健康トレーニング（⼀回５００円）予約不要
距離を取り、マスク等着⽤の上、換気しながらの開催。
６⽉ 15 ⽇(⽔) 午後１時半〜午後３時
６⽉ 29 ⽇(⽔) 午後１時半〜午後３時
◎「親⼦遊びの場」
6 ⽉ 14 ⽇（⽕）午前 10 時半〜午前 11 時半
（タイル⼯作︓参加費 100 円予約が必要です）
6 ⽉２８⽇（⽕）午前 10 時半〜午前 11 時半
問い合わせ︓恵那市社会福祉協議会岩村⽀所
原⽥ 電話 43-0051
ホームページ︓http://www.ena-shakyo.or.jp/
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今後の新型コロナウィルスに関
する社会情勢の変化に伴い、中
止となる場合がございます。

ボッチャ

恵那市観光協会岩村⽀部からのお知らせ
かっちゅう

「現代甲冑展」を開催しました。

令和 4 年 4 ⽉ 29 ⽇〜5 ⽉ 8 ⽇

町屋「勝川家」にて甲冑展を開催いたしました。飯⽻間在住の「甲冑⼯房 岩村」の市島さん
と仲間の⽅々が、⾃ら製作した甲冑の展⽰会を開催してくださいました。その重厚感と煌びやか
で華やかさに、多くのお客様が⾜を⽌め⾒⼊っておりました。また 5 ⽉ 3 ⽇には甲冑隊とお姫様
として本通りを練り歩いて頂き、町⾏く⼈を楽しませてくれました。

＜現代甲冑展を開催しました＞

＜煌びやかな甲冑姿＞

三森⼭・⽔晶⼭林道の⼀部崩落のお知らせ
現在、鈴ヶ根展望台から岩村ダムに下りるルートの林道で崩落が起きており、通⾏に危険な
状態です。このルートの登⼭を避けるようお願いいたします

歴史再発⾒ vol.86 ダーティ景廉（１）
５⽉の「鎌倉殿の 13 ⼈」は、源義経が壇ノ浦の戦いの後に兄頼朝との対⽴を深め、ついに奥
州で滅亡に⾄る様⼦が描かれています。この中で重要な役割を果たしているのが 13 ⼈の⼀⼈、
中村獅童演じる梶原景時で、景時が源平合戦での義経のふるまいを頼朝に讒⾔（ざんげん）した
ことが、⼆⼈の対⽴の原因となりました。景時はこの後も頼朝の諜報機関として御家⼈の動きを
密告するなどして恨みを買い、頼朝の死後に幕府を追われ、滅亡しました（梶原景時の変）。この
とき景廉は「景時の友達だ」という理由で所領を没収されてしまいます。
友⼈だというだけで失脚するのですから、景廉にも負の⼀⾯があったのでしょう。それを物語
る事件が『吾妻鏡』に記されています。
建久４年（1193）11 ⽉、甲斐源⽒の勢⼒削減を狙う頼朝は、その⼀⼈安⽥義資（よしすけ）
を梟⾸（きょうしゅ）しました。このとき義資を打ち⾸にしたのが加藤景廉でした。景廉はこの
功で遠江国浅⽻荘を与えられています。
事の発端は景時の密告で、御所の⼥房にラブレターを送ったことを問
題とされたのです。同じころに同じことをしている北条義時（よしとき）
はおとがめなしですから、いいがかりといっていいでしょう。安⽥⽒側
が黙って義資を引き渡すとは思えませんが、⼤きな騒動にもなっていま
せん。おそらく義資は不意打ちで捕らえられ、後付けで罪科を付されて
処刑されたのでしょう。景廉は、頼朝と景時の意を受けてその実⾏役と
して暗躍し、浅⽻荘という⼤荘園を⼿に⼊れたのです。
なお、翌建久５年８⽉には⽗の安⽥義定も謀反の嫌疑で梟⾸されてい
ますが、彼を追討したのも景時と景廉といわれています。
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〜スポーツクラブ・⽂化クラブ紹介案内〜
ホットいわむらだよりではスポーツクラブ及び⽂化クラブの紹介を⾏っております。
掲載希望の団体は毎⽉ 15 ⽇を締切として、記事の募集をしております。
記事の内容は、活動状況、団体名、代表者名、連絡先（電話番号）、練習⽇（活動⽇）、練習
場所（活動場所）、会費、活動写真などを送ってください。送り先は下記のメールにて送ってく
ださいますようお願いします。
たくさんの応募お待ちしております。
送り先 ✉ iwamurashin@city.ena.lg.jp
右の QR コードからもメールを送ることができます
メールフォーム

いわむら昔ばなし余話

〜釣姫さまの⾏列〜

明治四年（⼀⼋七⼀年）⼀⽉⼗四⽇、釣姫さまのお嫁⼊りの⾏列
が名古屋を出発しました。⾦のシャチホコで名⾼い尾張名古屋の殿
様は、江⼾時代には徳川御三家の⼀⼈で、六⼗⼆万九千⽯。
岩村のお殿さま松平乗命はたった三万⽯でしたから、たいへんな
⽯⾼違いです。たとえ明治維新になったとはいえ、まだ初めのころ
ですから、そんな⾝分の⾼いところからお嫁さんが来るというの
で、⼤変な騒ぎでした。
⾏列の通る道には、お姫さまを⼀⽬⾒ようといっぱいの⼈がつめ
かけました。
道筋は数⽇前からきれいに地均しをし、塵ひとつないように掃き清めてありました。
当⽇は警備の⼈たちが⽴って、厳重な警備でありました。⼈々はお姫さまがお駕籠から顔を
出されるのを期待して⾒物に出ていたのですが、なかなかお姫さまは顔を出されませんでし
た。⼤曽根、多治⾒を通って⼟岐の⾼⽥で⼀泊され、⼗五⽇には神箆（こうの）を通って釜⼾
でお泊りになりました。⼀⽉⼗六⽇には⽵折、野井、塔ヶ根を通って岩村城にお着きになりま
した。しかし、嫁⼊り道具の全部が岩村へ着いたのは三⽉⼆⼗三⽇だったそうで、そういうこ
とからでしょうか、「岩村藩は⼩さいから⼤きい⻑持（品物を⼊れる⼤きな⽊の箱）はお城に⼊
らないから、全部⾵呂敷に包んでもらいたいと申し込まれた。だから、荷物がこんなに多くな
ったそうだ」などといううわさも出ました。
「嫁⼊り⾏列の先頭が岩村に着いたときに、⾏列の最後はまだ名古屋の町を出ていなかった
そうだ」という話も残っています。
お泊りの宿場に働いた⼈⾜の数も五百⼈以上だったそうですから、そういう話も当然だと思
われます。
こうして盛⼤なお嫁⼊りをされた釣姫さまは、乗ってこられたお駕籠の漆にかぶれて、岩村
に来られてから、いく⼈もの医者がさまざまな⼿当てをしま
したが、とうとう四⽉⼗六⽇になくなってしまわれました。
結婚してわずかな⽉⽇で亡くなられた、かわいそうな釣姫
さまのお墓は隆崇院にあります。名古屋から姫さまに付き添
って来た⽼⼥の岸野という⼈が、亡くなったお姫さまを慕っ
てお墓のお守りをして、⼀⽣を終わりました。
今も釣姫さまの持ってこられた数々の品物が、岩村のあち
こちの家で⼤切に保存されています。
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集まれ︕みんなの体⼒テストの開催について
『だれでも参加できる』
『気軽に参加できる』をテーマに、下記の⽇時で⾏います。今の⾃分
の体⼒を確認するのに良い機会だと思います。ぜひみなさんご参加ください。
⽇時︓令和 4 年 6 ⽉ 12 ⽇（⽇） ９時〜10 時受付
※中⽌の場合は当⽇の７時に広報にてアナウンス
場所︓岩⾢中学校体育館、岩⾢中学校グラウンド
☆★☆タイムスケジュール☆★☆
受

付

テスト実施
終

了

9︓00〜10︓00

岩⾢中学校体育館下（ピロティ）で受付後、各⾃ウォー
ミングアップ、体操(マスクは持参でお願いします。テ
スト中は外してください。)

受付後〜11︓20

各テスト項⽬会場でテストを実施

12︓00

テスト項目
握⼒、上体反らし、⻑座体前屈、反復横跳び、
⽴ち幅跳び、50ｍ⾛
Ｂ:（12 歳〜19 歳） 握⼒、上体反らし、⻑座体前屈、
（反復横跳び、⽴ち幅跳び、50ｍ⾛）
Ｃ:（20 歳〜64 歳） 握⼒、上体反らし、⻑座体前屈、
（反復横跳び、⽴ち幅跳び、50ｍ⾛）
握⼒、上体反らし、⻑座体前屈
Ｄ:（64 歳〜）
Ａ:（6 歳〜11 歳）

※（

）内は希望者のみ実施となります。

☆参加者には参加賞を配布
☆体⼒テストの総合成績によって各年齢対象者に優秀賞を差し上げます。（後⽇郵送）
☆実年齢と体⼒年齢の差が優秀な⽅には、その場でプレゼントあります。
☆消毒などコロナ対策を⼗分にしていますので、安⼼してお越しください。

町屋マルシェ・楽市街道まつり・ふくろうまつりを開催しました
令和４年５⽉５⽇に「町屋マルシェ」
「楽市
街道まつり」
「ふくろうまつり」が同時開催さ
れました。
「ふくろうまつり」は、令和元年の５⽉５⽇
以来となる久々の開催でした。
復刻した「あげパン」は、予定していた個数
が早々に完売となり⼤盛況でした。
今後も楽しい企画を計画していきますので
楽しみにしてください。

あげパンを求める⾏列
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IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION

☎0573-43-3722
主な６⽉岩村コミュニティセンター使⽤予定
６⽉ ６⽇（⽉） 乳幼児学級「いわむら」
６⽉１０⽇(⾦) 無料法律相談
６⽉１８⽇(⼟) ことぶき結婚相談所
６⽉２７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。

乳幼児学級「いわむら」の活動報告
5 ⽉ 12 ⽇（⽊曜⽇）
「明知鉄道に乗って」と題し、明智まで遠⾜予定で
したが、あいにくの⾬となりコミセン⼤会議室にて「お気に⼊りの絵本読
み聞かせ」を⾏いました。我が⼦の⼀番のお気に⼊りの絵本を皆さんにお
聞かせするというものです。お誕⽣を 5 ⽉ 10 ⽇に迎えた満 1 歳のＭ君、
「あっかんベー」の絵本が始まると、かわいいい眼差しでお⺟さんを覗き込み、あっかんべーをしま
す。どの⼦もかわいい瞳でお⺟さんを独り占めです。
毎⽇時間をみつけては、絵本と触れ合う時間を作るお⺟さんの愛情と楽しい家庭での様⼦が良くわ
かりました。

のびっこクラブの活動
4 ⽉ 25 ⽇（⽉曜⽇）最初に⾵船に空気を⼊れる作業から始まりました。
50 個の⻩⾊の⾵船が⾵に揺れて、⼤会議室を転げまわり、追っかけっこをしてはしゃぐ⼦を⾒て、
⼤⼈もウキウキした雰囲気でした。膨らんだフーセンを布団圧縮袋に⼊れて作ったフーセントランポ
リンに、わが⼦を乗せて部屋を回ったり、フーセンアートで作った⽝や剣で⼦供同⼠遊びました。マ
マたちの会話も弾み楽しい時間を過ごしました。親 10 名、⼦ 12 名、
総勢 22 名の参加でした。未就園児を持つお⺟さんが⾃主的に企画、
運営している「のびっこクラブ」のスローガンは「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。
お気軽にお尋ねください。岩村コミュニティセンター ⽥中幸⼦ TEL 43-3722

今月の新刊

同⼠少⼥よ、敵を撃て（本屋⼤賞受賞作品）逢坂 冬⾺著
最強脳「スマホ脳」ハンセン先⽣の特別授業
最後に「ありがとう」と⾔えたなら ⼤森 あきこ著
家
族
村井 理⼦著
マンモスの抜け殻
相場 英雄著
ニワトリと卵、息⼦の思春期
繁延 あづさ著
未 来 を つ く る 道 具 私たちの SDGS（寄贈図書）
春のこわいもの
川上未映⼦著
銀 河 鉄 道 の ⽗
⾨井 慶喜著
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＜親子ヨガの様子＞

まちの情報掲⽰板（広告）
広
告
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

瀬戸石油店

電話 43-2158 飯⽻間 2384 番地 4

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】

我(わ)れ自(みずか)ら感(かん)じて、
而(しか)る後(のち)に人之(こ)れに感(かん)ず。
（言志耋録１１９条）
物事はまず⾃分が感動しないと、他⼈を感動させることはできません。何事においても⾃らの
⼼が強くひかれていなければ、相⼿にその真実を伝える事はできません。形は伝えられても、そ
の⼼までは伝えられないものです。だからこそ⼼の有る⾔葉を⽣活の中でつかい、⼼のある⾏動
をして⽣きていきたいものです。
５⽉１０⽇・１２⽇・１３⽇に、実践⼥⼦学園の⽣徒が学祖下⽥歌⼦先⽣ふるさと岩村を訪れ
ました。岩⾢中学校の⽣徒が着物姿でおもてなしをしました。岩⾢中学校の⽣徒は、歌⼦先⽣の
勉学所をはじめ、知新館、太⿎櫓、⽊村邸、勝川家、⼟佐屋、⼤名墓地など我が町岩村の魅⼒を
実践⼥⼦学園の⽣徒に語りました。⾃分のふるさとの魅⼒を実感して語る話だからこそ、実践⼥
⼦学園の⽣徒が、熱⼼に聞き⼊る姿を⽣み出しました。歌⼦先⽣を通じて、東京と岩⾢の⽣徒が
同じ時を共有し歌⼦先⽣の存在の⼤きさを互いに実感したひとときを過ごすことができました。
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 4 ⽉分実績

ダンボール
雑誌
新聞紙･チラシ
雑がみ
アルミ⽸
合計

1,620kg（1,530kg）
1,920kg（1,380kg）
1,810kg（1,830kg）
390kg （360kg）
169kg （117kg）
5,909kg（5,217kg）
※(

)内は 3 ⽉の実績

資源回収ステーション「城下町クリーンステーション」の実績です。
皆さまのご協⼒により、3 ⽉分よりも多くの量を回収いたしました。

岩村町
令和 4 年 5 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

4,682 ⼈

（+9）

〈▲69〉

男性

2,268 ⼈

（+4）

〈▲29〉

発⾏/岩村地域⾃治区運営協議会

⼥性

2,414 ⼈

（+5）

〈▲40〉

〒509-7403 恵那市岩村町 1657 番地 1

世帯

1,872 世帯

（+12）

〈▲9〉

（

）内は前⽉との⽐較〈

☎0573-43-2111(岩村振興事務所内)
✉

〉は前年同⽉⽐
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iwamurashin＠city.ena.lg.jp

