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文月 

 

6 ⽉ 5 ⽇（⽇）に、「町内⼀⻫清掃」と「城⼭清掃」が⾏われました。ジメジメ暑い中でしたが
皆さんのご協⼒により町中がきれいになりました。また、本年もケイナンクリーン株式会社様から
ボランティアの派遣とパッカー⾞を出動していただきました。本当にありがとうございました。 

城⼭清掃は町内⼀⻫清掃に引き続き⾏いましたが、今年も岩⾢中学校から 63 名の⽣徒に参加し
ていただいたほか、消防団や⾃治連など多数の団体から総勢 166 名の⽅々にご参加いただき、城
⼭、歴史資料館周辺の清掃ができました。重ねてお礼申し上げます。 

今秋には第 29 回全国⼭城サミット恵那⼤会が開催されます。 
次回の清掃は 9 ⽉に予定していますので、多数のご参加をお待ちしています。 



 
 

〜 ふるさと創⽣花⽕ 協賛⾦のお願い 〜         
昨年、⼀昨年と新型コロナウィルスの感染拡⼤

防⽌のため中⽌となっていた「ザ・縁⽇」が３年
ぶりに復活開催されます。それに伴い、ここ２年
は無観客で実施した「ふるさと創⽣花⽕」を、岩
⾢⼩学校を会場として「ザ・縁⽇」の開催に合わ
せ、有観客で開催します。 

⾳楽花⽕をメインに実施し、コロナ以前に⾏っ
ていた岩⾢⼩学校裏から岩⾢中学校へ抜ける道路
からの打ち上げ花⽕は実施しません。花⽕のサイ
ズが⼩さくなりますので「ザ・縁⽇」会場でご覧
頂くことをお勧めします。 

⻑い⻑いコロナ⾃粛で溜まったストレスや思い
を解き放つ機会となるよう、実⾏委員として準備
して参ります。 

つきましては花⽕の開催のため、協賛⾦の募集
を⾏います。皆様のご理解とご協⼒・ご⽀援をよ
ろしくお願い致します。 

 
【主催】岩村城再建構想実⾏委員会 
【共催】城下町ホットいわむら 恵南商⼯会⻘年部岩村⽀部 
【協賛】岩村地域⾃治区運営協議会、恵南商⼯会岩村地域委員会 

岩村城再建構想実⾏委員会、恵那市観光協会岩村⽀部 
【協⼒】恵那市消防団岩村分団、岩⾢会 
【問合せ先】0573-43-2111（岩村振興事務所）             

協賛金のお申込み窓口は下記の通りです 

受付締切日 ８月１３日（土）       
 
                                                     

        
             

2022ふるさと創生花火協賛金申込書（一口 1,000 円） 

協賛口数      口    一金         円也 

住所（地区名）                    

  氏名                         

受付日 受付者

  

２０２２ふるさと創生花火 岩邑小学校で音楽花火 

協賛⾦窓⼝ 受付時間 
恵那市観光協会岩村⽀部【ふれあいの舘】 毎⽇ 午前１０時〜午後４時 
岩村振興事務所 平⽇ 午前８時半〜午後５時 15 分
恵那市恵南商⼯会岩村⽀所 平⽇ 午前１０時〜午後３時 
松浦軒本店 毎⽇ 午前 9 時〜午後 5 時 

キリトリ線 
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ザ・縁⽇／ふるさと創⽣花⽕開催⽇ 

令和４年８月１３日（土） 



第 29 回全国⼭城サミット恵那⼤会開催決定︕         
 
 
 
 
 
 
 
【全国⼭城サミットとは】 

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、104 団体、165 の⼭城が加盟されています。

フォーラムエイト・ラリージャパン 2022 が開催されます︕
1973 年からスタートした FIA 世界ラリー選⼿権（WRC）は、ラリー界№１の称号をかけて世

界各国の⼤会を転戦するラリー競技の世界選⼿権です。⾊々な路⾯環境を駆け抜ける、モーター
スポーツの最⾼峰として君臨しています。今年はイタリア、スペイン、ケニヤなど 13 か国を転
戦し、優勝者を決めます。フォーラムエイト・ラリージャパンというのは、そのうちの⽇本⼤会
の名前です。 

テレビの視聴者数は世界中で 5 億４千万⼈以上ともいわれるとても⼤きなイベントです。 
ラリーって何︖ 
スペシャルステージ（SS）と呼ばれる複数の競技区間を 1

台ずつ⾛⾏し、その合計タイムを競うモータースポーツで
す。ラリーは交通が遮断された⼀般道で⾏われます。私たち
がいつも通る道が、そのまま競技の舞台になるのです。 

競技⾞両は⼤幅な改造が施されていますが、市販⾞をベー
スに製作されています。ナンバープレートが装着されている
ため⼀般道を⾛⾏することも可能です。 
今⽉号から 11 ⽉の本番まで、ラリーという競技や、WRC という⼤会についていろいろな情報
を発信していきます︕                   （恵那市企画課 WRC 推進室）

旧岩村振興事務所周辺の草刈り作業していただきました 
 6 ⽉ 16 ⽇（⽊）に寿会（柳町と⽯畑の壮健クラブ）と岩
村ライオンズクラブの合同で旧岩村振興事務所周辺の草刈り
を⾏っていただきました。この会では毎年、年 2 回の作業
をボランティアで⾏っていただいております。 

また、6 ⽉ 20 ⽇（⽉）には恵那市ボランティア連絡協議
会岩村⽀所からも同様に草取り作業をしていただきました。 

 
観光の⽞関⼝となる旧振興事務所を皆さんの⼿できれいに

していただき、本当にありがとうございました。  ＜作業の様⼦＞ 
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5 ⽉ 20 ⽇（⾦）は、親⼦遠⾜でした。こうして 5 ⽉に親⼦で出掛け
られたのは 3 年ぶりです。天気に恵まれ、気持ちの良い春の野道を、コ
ロナウイルスに⼗分気を付けながら、親⼦で楽しく歩きました。 

年⻑組は、お城⼭へ⾏き、頂上から岩村の町を⾒下ろし、吹く⾵が気
持ち良かったです。⼦ども達はとても元気に登りましたが、お⽗さ
んお⺟さんからは「えらかった〜」の声がいっぱいでした。年中組
は、美しい農村⾵景を⾒ながら、富⽥会館へ⾏きました。横を流れる⼩川に⼊り、サワガニを
探したり、「すいすい遊ぼうデー」で使う、きれいな絵の書ける⽯⾒つけをしたよ。ミミズを掘
って、サワガニにあげたり、オレンジ⾊の卵を⾒ながら、⼤事にカニを飼って学びに繋げてい
ます。年少組は、⽯室千体仏まで歩き、笹で笹飴を作って遊んだり、たんぽぽやシロツメクサ 

など、春の草花を⾒つけて楽しかったよ。 
それぞれの年次が、親⼦で⾊々話をしながら 

歩き、おやつも⼀緒に⾷べて素敵な時間を過ご 
せた春の遠⾜でした。 

保護者の皆さん、ご苦労様でした。この⽇、 
未満児組の⼦は誰もいない広い園庭で伸び伸
びと遊びましたよ。岩村こども園⻑ 加藤

★★★ 岩 ⾢ ⼩ 学 校 ★★★「修学旅⾏」 

６⽉９⽇（⽊）〜１０⽇（⾦）の⼀泊⼆⽇、６年⽣は修学旅⾏に⾏
ってきました。昨年、５年⽣での根の上研修は、コロナ禍で⽇帰りの
実施だったため、今回が、６年⽣の⼦どもたちにとって、⽣まれて初
めての学校の仲間との宿泊体験となりました。 

事前の健康管理をしっかり⾏い、当⽇は全員が元気で参加すること
ができました。⼆⽇間とも天気がよく、絶好の観光⽇和に恵まれ、京
都と奈良を満喫することができました。 

初⽇は、法隆寺・東⼤寺・奈良公園を⾒学しました。法隆寺では、現
存する世界最古の⽊造建築を実際に⾒て、エンタシスの柱などに触れ、
昔の⼈々の知恵と⼯夫に感⼼しました。東⼤寺では、⼤仏に⼤きさに圧
倒され、思わず「でっかーい︕」と歓声が上がりました。奈良公園の班
別研修では、班ごとで地図を頼りにポイントごとの課題をクリアしな
がら、楽しく⾒学することができました。奈良公園の⿅の多さと⼈な

つっこさに驚きながらも、⿅たちとたくさん触れ合うこともできました。すべての班が集合時間
を守り、班の仲間と協⼒することができました。⼣⽅は、お待ちかねの買い物タイムです。財布
と相談しながら、家族や⾃分にとっておきのお⼟産を選ぶことができ
ました。そして、ホテルに戻ってからは、豪華な⼣⾷や部屋での仲間
とのひとときを楽しむことができました。⼆⽇⽬は、ピカピカの⾦閣
寺の美しさや清⽔の舞台の⾼さに驚きました。最後は、清⽔坂での⼆
回⽬の買い物を堪能し、帰路の途につきました。 

あっという間の⼆⽇間でしたが、仲間のよいところを改めて発⾒し、
笑顔いっぱいの旅⾏となりました。 岩⾢⼩学校教頭 鈴⽊
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🐤🐤🐤 岩 村 こ ど も 園 🐤🐤🐤「親⼦遠⾜」 

暑かった！えらかった！やりきった！ 

千体仏の草原でお家の人と
おやつタイム

お父さんも夢中で、子どもと 
一緒にカニ探しです 

＜清水寺＞ 

＜東大寺＞ 

＜金閣寺＞



 
○●○ 岩 ⾢ 中 学 校 ○●○ 

「３年⽣修学旅⾏・２年⽣篠島研修」 
３年⽣は、５⽉２５⽇（⽔）〜２７⽇（⾦）に三重・和歌⼭⽅⾯へ修学旅⾏に出かけました。

スローガンを「発展 〜考動・基礎・充実〜」として、ナガシマスパーランド・那智の滝・熊野古
道・⿃⽻⽔族館・伊勢神宮などを訪れ、⾒聞を広めてきました。今まで⻑い時間を共に過ごして
きた仲間ですが、お互いに新たな⼀⾯を発⾒することができました。修学旅⾏の思い出を胸に刻
んで、中学校⽣活最後の年を送っていきます。 

２年⽣は、６⽉３⽇（⾦）〜４⽇（⼟）に篠島研修を実施しました。スローガンは「し（集団
⾏動）・の（乗り越える）・じ（⾃律）・ま（学ぶ）」。天候に恵まれ、海辺の⽣活の⼼地よさを体感
することができました。オリエンテーリング・アジの開き体験・漁船クルージング・⺠宿の⽅と
の交流会・海釣りなど、時間を忘れて楽しみました。「ずっとここにいたい︕」という⽣徒が何⼈
もいました。最後は、お世話になった島の⽅へ、合唱「明⽇へ」を贈り、篠島を後にしました。

こうした宿泊⾏事が実施できたことへの感謝、お世話になった⽅への感謝、⼀緒に思い出を作
った仲間への感謝の気持ちを忘れずに、これからの⽇常⽣活も⾼めていきます。 

                           岩⾢中学校教頭 ⼩南  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

🌼🌼🌼 恵 那 特 別 ⽀ 援 学 校  🌼🌼🌼 

５⽉下旬に運動会・体育⼤会を開催しました。感染予防対策として、学部毎に開催⽇や開催時
間を分散して⾏いました。⾼等部では、「限界突破〜挑戦︕チーム⼀丸でメガパワー〜」、⼩・中
学部では、「みんなでぜんりょく〜１・２・３ パワー〜」という児童⽣徒から募集したスローガ
ンを掲げてボッチャやリレー、ストラックアウト等の競技に取り組みました。今年度は、ご家族
の参観もあって、とても盛り上がりました。相⼿チームに勝つために気合を⼊れる姿、全⼒で競
技に取り組む姿、仲間を応援する姿、負けて悔しがる姿など素敵な姿がたくさん⾒られました。
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＜運動会・体育大会。みんな全力で頑張りました。＞ 

＜2 年生篠島研修＞ ＜３年生修学旅行＞ 



               
 

    
こんにちは、いわっこクラブです。 
６⽉のいわっこクラブでは、講師の市川新祐さんに教えてい

ただいて、「⾛り⽅教室」を⾏いました。 
 体育館の中を歩くことからはじめて、バランスのとり⽅、柔
軟性、敏捷性など体の使いかたを教えていただきました。マッ
トを使って前回りや後ろ回りをしたり、寝転がった姿勢から素
早くスタートをしたりして⾛る活動を楽しみました。 

 わらべ歌に合わせたじゃ
んけん遊びや縄跳びの遊びも楽しんで、たくさん運動をする
ことができました。 
 これから⾛るときに、今回教わったことを思い出して取り
⼊れてみるのもいいですね。 
 
【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 

 
◎ いっしょにいこまい会 

令和４年７⽉１５⽇（⾦）午前１０時半〜午前１１時半 
太極拳で健康維持                    
会費４００円（お⾷事をご⽤意いたします）  
       

◎ 美容・健康トレーニング（⼀回５００円）予約不要      
令和４年 7 ⽉１３⽇(⽔) 午後 1 時半〜午後 3 時      
令和４年 7 ⽉２７⽇(⽔) 午後 1 時半〜午後 3 時  
    

◎ 親⼦遊びの場 
令和４年 7 ⽉１２⽇（⽕）午前 10 時半〜午前 11 時半（⽔遊び・絵本の読み聞かせ） 
令和４年 7 ⽉２６⽇（⽕）午前 10 時半〜午前 11 時半（⽔遊び・絵本の読み聞かせ）  
     

※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。 

 
  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-shakyo.or.jp/ 
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恵那市社会福祉協議会岩村⽀部から７⽉のお知らせ 

恵那市放課後⼦ども教室 いわっこクラブ 

いこまい会︓みんなで体操の様⼦

＜講師の市川新祐さん＞ 

＜体育館の中を歩き回ります＞ 



恵那市観光協会岩村⽀部からのお知らせ 
 

「佐藤⼀斎掛軸展」を開催しました。 
 令和 4 年 5 ⽉ 30 ⽇（⽉）〜6 ⽉ 30 ⽇（⽊） 

町屋「⼟佐屋」⼟蔵の展⽰室にて、令和 4 年 5 ⽉ 30 ⽇（⽉）から 6 ⽉ 30 ⽇（⽊）まで「佐
藤⼀斎掛軸展」を開催致しました。恵⽂館（恵那地域⽂化研究館）所蔵の佐藤⼀斎が書いた漢
詩の掛軸 6 点を展⽰いたしました。多くの⽅にご来場いただき、誠にありがとうございまし
た。今年は佐藤⼀斎⽣誕２５０年にあたる年です。様々な場⾯で、佐藤⼀斎翁の業績や⾔葉を
ご紹介できるよう努めて参ります。 

 

 

 

 

 

7 ⽉の展⽰会の予定（町屋「⼟佐屋」にて） 

7 ⽉ 3 ⽇（⽇）〜7 ⽉ 24 ⽇（⽇） 蓄⾳機展 

7 ⽉ 29 ⽇（⾦）〜9 ⽉ 2 ⽇（⾦） ⼼を動かされた⾵景写真展 写真家 柴⽥ 

⼟佐屋 開館時間 10︓00 〜 16︓00（休館⽇ ⽔曜⽇）  

歴史再発⾒ vol.87 ダーティ景廉（２） 
正治２年（1200）正⽉、加藤景廉は滅亡した梶原景時に連座して所領を

没収されてしまいます。これは景廉が鎌倉幕府有⼒御家⼈の地位から失脚
したことを意味しています。ところが、20年後の承久３年（1221）５⽉に
は、承久の乱で鎌倉を守った宿⽼15⼈の⼀⼈として名を挙げられていま
す。復活の裏には北条⽒との関係があるようです。 
 景廉失脚の３年後の建仁３年（1203）９⽉１⽇、北条時政が政敵⽐企（ひ
き）⽒を族滅させた⽐企⽒の乱が起こりました。景廉・景朝⽗⼦は⽐企館
を攻める北条勢の尖兵として⼿傷を負う働きをし、⽐企能員（ひきよしか

ず）の嫡男を討ち取る戦功を挙げました。問題はこの数⽇後です。時政とともに戦った有⼒御家
⼈仁⽥忠常（にったただつね）が滅亡しました。『吾妻鏡（あづまかがみ）』には、時政邸に招か
れた忠常が帰ってこないのを不審に思った⼀族が、忠常が殺されたと勘違いして北条義時を攻め
たことが原因で、忠常は時政邸から現場に向かい景廉に誅殺（ちゅうさつ）されたとするのです
が、どうも腑に落ちません。『吾妻鏡』は、北条⽒全盛期の鎌倉後期に幕府によって編纂（へんさ
ん）されたもので、代々の執権である義時とその嫡流の正統性を主張することで⼀貫しています。
つまり、義時に都合の悪いことは脚⾊したり無視したりしているのです。 
 忠常は、⽐企⽒の乱で殺害された⼀幡（いちまん、２代将軍源頼家の嫡男）の乳⺟⽗であった
とも⾔われています。事件は⽐企⽒に近い忠常を除くために義時が仕組んだものかもしれませ
ん。景廉はその謀議（ぼうぎ）に加わりも忠常を待ち伏せていたのでしょう。 
 景廉は、梶原景時の変で失脚した後に北条⽒に近づき、その尖兵として暗躍することで、宿⽼
（しゅくろう）に復権したのです。 
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いわむら昔ばなし余話 〜極楽寺〜 
飯⽻間分根の⻄側丘陵に、極楽寺という⼤きな寺がありました。 
あまり古いので記録が何⼀つ残っていませんが、出⼟した遺物より推察して平安末期から室

町時代の中頃まで続いた浄⼟系の⺠衆寺でありました。 
境内は分根の新建部落より⼭上部落に⾄る広さで、相当繁栄した寺でした。古い瀬⼾系や常

滑系の⾻壷と、⾃然⽯にお経の字を⼀⾯に書いた経⽯がたくさん出⼟しています。⽂献には全
然出てこない幻の⼤寺でした。今では⼗数基の五輪塔が静かに並んで残っているだけです。 

伝説では⼤円寺が焼き討ちになった時、極楽寺の修⾏僧が井⼾に釣鐘を沈めて隠したと伝え
られています。 

 
 
 
 
 
 
 
 

極楽寺にあった五輪塔              明知鉄道極楽駅 
（歴史掘りおこし読本より転記） 
 

第２回「集まれ︕みんなの体⼒テスト」を開催しました
6 ⽉ 12 ⽇（⽇）に第２回「集まれ︕みんなの体⼒テスト」が⾏われ、岩⾢⼩学校の児童から

75 歳までの町⺠約 60 名が参加しました。 
町⺠運動会の代わりになるものとして、昨年からこのテストを⾏っています。 
今回は「握⼒」「上体起こし」「⻑座体前屈」「反復横と

び」「⽴ち幅とび」「50ｍ⾛」「上体反らし」の 7 項⽬を測
定。年齢性別ごとに点を付けランクが決まります。 

コロナ禍でスポーツがしにくくなっている中、参加された皆
さんはテストを楽しんでおられました。なんと今回は最⾼年齢
75 歳の⽅が 50ｍ⾛に参加され、会場を沸かせる⼀幕もありま
した。 

この体⼒テストは現在の
体⼒が数値でわかる良い機
会です。来年度以降も計画
する予定ですので、皆さん
是⾮ご参加ください。 
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＜開会式の様⼦＞ 

＜⻑座体前屈＞ ＜握⼒測定＞



岩村町⽂化振興会会員募集のお知らせ 

 

クラブ名 活動⽇ 対象者 会費 連絡先 

岩村短歌会 毎⽉第４⽊曜⽇ 
午後１時から午後 3 時 どなたでも 年会費 1,000 円 岡⽥ 登美⼦ 

43－3290 

陶芸教室 不定⽇ ⽉３回程度 
午前 9 時から午後 3 時

⼩学１年⽣ 
以上 
男⼥問わず 

年会費 1,000 円 
粘⼟代 600 円 

伊藤 応⼆  
090-7850-4375 

ＮＰＯ法⼈ 
いわむら 
⼀斎塾 

毎⽉第２⼟曜⽇ 
午後 1 時から午後 3 時

中学⽣以上 
どなたでも 
歓迎 

⼊会⾦ 1,000 円 
年会費 3,000 円 

鈴⽊ 隆⼀  
090-8135-2421 

声 友 会 
毎⽉第１・３⽔曜⽇ 
午後 1 時半から午後 3
時半 

歌の好きな
⽅ 毎⽉ 2,500 円 福平 良⼦  

43-2589 

恵南 
サ ン コ ー ラ
ス 

毎⽉第１・３⽕曜⽇ 
午後 7 時 45 分から 
午後 9 時 45 分 

男⼥問わず
歌の好きな
⽅ 

毎⽉ 2,000 円程
度【講師料含む】 

代表⾼⼭ 美紀⼦ 
080-6946-4402 
⼭⼝ 通⼦ 
090-2617-6456 

友 楽 会 
【三味線】 

毎⽉第３⼟曜⽇ 
午後 2 時から午後 4 時

男⼥問わず 
若い⽅是⾮ 毎⽉ 3,000 円 鈴⽊ 君⼦  

43－2857 

岩村俳句会 毎⽉第３⽉曜⽇ 
午後 1 時から午後 3 時 どなたでも 年会費 3,000 円 杉本 てる⼦ 

43-3893 

⽂化振興会の活動を始めてみませんか。 
お気軽に代表の⽅に直接お問い合わせください。 

その他の活動団体にも、らくらく着付け、響扇齋岩村書道会、カトレア会（絵⼿紙）があります。
こちらのクラブは岩村コミュニティセンターまでご連絡ください。 

☎43-3722 担当︓籠橋・⽥中 
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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７⽉岩村コミュニティセンター使⽤予定
７⽉ ７⽇（⽊） 乳幼児学級「いわむら」 
７⽉ ８⽇ (⾦) 無料法律相談 
７⽉１６⽇(⼟) ことぶき結婚相談所 
７⽉２５⽇(⽉) のびっこクラブ 

5 ⽉23 ⽇（⽉）飯⽻間にある「いわむらヤギの⾥」へ⾏っ 
てきました。⻘空の広がる牧場に7 匹の親⼦ヤギが放し飼いにさ 
れ、ストレスを受けない環境でのんびりと歩き、⾓を突き合わせ 
て遊んでいました。 

電柵が外されて我々が⼊って⾏くと⼀⻫に私たちの傍に寄って 
きます。幼いこども達は、触ってみたい気持ちと怖い気持ちが⼊ 

り交じり、摘んできたタンポポを⾷べさせたいと迫り、現 
場は⼤騒ぎになりました。帰る時間になると、帰りたくない
と泣き出したＫ君、今度はパパと⼀緒に来ようね︕ 
 

                  不明な点は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 

６⽉６⽇（⽉）テーマは⾷育。 
体に優しく栄養価の⾼い発酵⾷品の作り⽅を、えなエールの講師 

を招き上⽮作の乳幼児学級の皆さんと⼀緒に、⾏いました。 
⽶麹（⽣）と醤油を混ぜあわせた醤油麹を作りましたが、⾷べら 

れるまでに１０⽇かかりますので、あらかじめ出来上がっている醤 
油麹を使い、ころうどんを試⾷しました。 

茹で上がったうどんにスプーン⼀杯の醤油麹をのせ、茹でて細か 
くした⼩松菜とえのきにも、醤油麹をまぶしうどんの上に添えまし 
た。簡単でだしも良く効いて栄養価もあり、忙しい⺟さんにはぴっ 
たりです。こども達もおいしく⾷べました。また、野菜くずを減ら 
し、⽣ごみを極⼒出さないことも学びました。

乳幼児学級「いわむら」の活動報告 

のびっこクラブの活動 

-10- 

※新型コロナウイルスの感染拡⼤の影響で 



 
「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  
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カーテン・ジュータン・クロス・総合室内装飾 
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 5 ⽉分実績 
 

 

 
 
 

【NPO 法⼈いわむら⼀斎塾】

一息(そく)の間断(かんだん)無(な)く、一刻(こく)の 

急忙(きゅうぼう)無し。 

即(すなわ)ち是(こ)れ天地(てんち)の気象(きしょう)なり。 

                   （言志耋録４４条） 
天地の気象の変化を観察すると、⼀瞬として休むことがなく、またいつ⾒ても慌ただしく動く

こともない。私たちの誰もが、刻々と移り変わっていくものである。絶え間なく、急忙なく⾃分
に何ができるかを考えて⽣きたいものである。 

恵那市が、内閣府が選定する「SDGs 未来都市」に選定されました。地球が誕⽣してから、絶
えず地球環境の中で⼈類が⽣活をする⻑い年⽉の中で、私たちが考え、⾏動しなければならない
課題が「持続可能な開発⽬標（SDGｓ）」として国連で採択されてから７年が経ち、社会の中に
SDGｓの⾔葉が定着してきました。天地の気象のように、刻々と変化する社会の中で、⾃分にで
きることを考え、急ぎすぎず、確実な⼀歩を積み重ねていくことが⽬標に近づいていくことにな
ります。 

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 6 ⽉ 1 ⽇現在の⼈⼝・世帯表     
 今⽉ 先⽉ 昨年同⽉ 

総数 4,679 ⼈ （▲3） 〈▲69〉 

男性 2,268 ⼈ （0） 〈▲31〉 

⼥性 2,411 ⼈ （▲3） 〈▲38〉 

世帯 1,880 世帯 （▲3） 〈▲1〉 
（ ）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    1,190kg（1,620kg） 
雑誌       1,370kg（1,920kg） 
新聞紙･チラシ  1,370kg（1,810kg） 
雑がみ       310kg （390kg） 
アルミ⽸       149kg （169kg） 
合計      4,389kg（5,909kg） 

       ※( )内は 4 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。 

『２０２２年は、佐藤一斎生誕２５０年の節目の年です。』
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