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令和 4 年 8 月 1 日発行 №126

2022.8.13 ザ・縁⽇＆ふるさと創⽣花⽕ 復活︕
待望の縁日＆ふるさと創生花火

夜空を彩る音楽花火

夏の想い出づくりに

ぜひお出かけください

岩村の夏の⾵物詩「ザ・縁⽇＆ふるさと創⽣花⽕」が三年ぶりに帰ってくる︕︕︕
令和４年８⽉ 13 ⽇（⼟）午後 3 時から午後 9 時まで、岩⾢⼩学校グラウンドにて「ザ・
縁⽇」が開催されます。
「ザ・縁⽇」のフィナーレは午後 8 時 30 分に打ち上げ予定の「ふる
さと創⽣花⽕」。⾳楽に合わせて花⽕が上がる「⾳楽花⽕」にしぼって開催されます。打ち上
げ花⽕はありませんので、会場で花⽕をお楽しみください。
新型コロナウイルスの感染拡⼤防⽌対策の上、お出かけください。
皆様のご来場を⼼よりお待ちしております。

ＣＯＮＴＥＮＴＳ

＊恵那市防災総合訓練を⾏います（P2）
＊フォーラムエイト・ラリージャパン 2022 が開催されます（P3）
＊令和 5 年度ふるさと恵那応援寄附⾦活⽤事業を募集（P3）
＊ゴミ出し節約術（P8）
＊岩村城跡清掃作業を実施します（P9）
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恵那市防災総合訓練を⾏います
⽇時︓令和

4 年 9 ⽉ 4 ⽇（⽇）８:00〜

想定する災害︓活発な前線が基となる⼤規模な⼤⾬による災害
8:00〜
9:00〜

⾃治会での防災訓練【⾃治会】
※各⾃治会で計画した防災訓練をしていただきます。
避難所の設営訓練・家具転倒防⽌・消⽕器・⽕災報知器設置
炊き出し訓練
【⾃主防災隊・⽇⾚奉仕団岩村⽀部】
（場所）岩村コミュニティセンター

訓練⽬的

〇災害発⽣前での避難対象エリア（ハザードエリア）の確認
〇災害発⽣前での避難対象エリア（ハザードエリア）内の避難対象世帯・対象者の把
握確認
〇災害発⽣時を想定した情報伝達⽅法の確認
訓練概要 ①市は、午前 8 時に市内全域のハザードエリア内の⽅を対象に避難指⽰を発令
②市は、市⺠メール・防災⾏政無線・告知放送にて避難指⽰を周知
③各地域⾃治区は、地区防災計画に沿った防災訓練を実施

昨年８⽉の⼤⾬では、岩村町に⼤きな被害がありました。
近年は短時間で⼤量の⾬が降ることが多くなり災害の可能性も⾼くなっています。
今⼀度、家族や知⼈と避難経路や防災装備品など防災について考えてみましょう。
警戒レベル

状態

５

災害発⽣⼜は
切迫

⾏動

詳細

緊急安全確保

すでに安全な避難ができない
状態です。この前に必ず避難
を︕

〜警戒レベル４までに必ず避難しましょう︕〜

４

災害の恐れが
⾼い

避難指⽰

危険な場所から全員避難しま
しょう。避難所や⾃宅２階な
ど安全な場所に避難を︕

⾼齢者等避難

避難に時間のかかる⾼齢者や
障害のある⼈はレベル３で安
全な場所に避難を︕
避難の準備を始めましょう︕

３

災害の恐れ
あり

２

気象状況悪化

１

今 後 気 象 情 報 早期注意情報
（気象庁）
悪化の恐れ

（恵那市避難所開設）
⼤⾬・洪⽔注意報
（気象庁）

テレビ・ラジオ・スマホなど
で気象情報をチェックしまし
ょう

⾮常時の備えは⼗分ですか?
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フォーラムエイト・ラリージャパン 2022 が開催されます︕
11⽉10⽇（⽊）〜13⽇（⽇）に開催されるFIA世界ラリー選⼿権（WRC）⽇本ラウンドに向け
て、ラリーの楽しみ⽅などを紹介しています。今回は専⾨⽤語について紹介します。
⼀般道を閉鎖してタイムアタックを⾏う区間のことを「SS（スペシャルステージ）」と呼びます。
複数の「SS」が設定され、その総合タイムで順位が決定します。恵那市内でもSSが設定される予定
です。また、⼭岡町と明智町に、市⺠が無料でSSを観戦できるエリアを準備中です。
「リエゾン」とは、SSとSSの間の⼀般公道区間。ラリーカ
ーはナンバープレートの装着とともに、リエゾンでは道路交
通法に則った⾛⾏を⾏わなければいけません。かつて北海道
で開催されたラリージャパンでは、⼤会に合わせて⽇本の免
許を取得したWRCドライバーが、ラリーカーに初⼼者マーク
＜フォーラムエイト・
セントラルラリー2021 リエゾンの様子＞
を付けて⾛ったこともあります。
岩村町と明智町では、歴史ある町並みでリエゾンイベントを開催予定です。
令和 5 年度ふるさと恵那応援寄附金活用事業を募集
ふるさと恵那応援寄附⾦制度（ふるさと納税）では、各地域のまちづくりを応援するメニュー
を設けています。この中のメニュー「岩村町のまちづくりを応援」に対して、令和３年度末時点
で4,155,563円のご寄附をいただいています。この寄附⾦の使い道は各地域のまちづくりに関係
する事業で特に関係⼈⼝（※）の増加につながるものに活⽤することとしています。
令和５年度に岩村町のまちづくりでこの寄附⾦を活⽤する事業を以下の要領で募集しますの
で、この機に応募してください。
※関係⼈⼝
「関係⼈⼝」とは、移住した「定住⼈⼝」でもなく、観光に来た「交流⼈⼝」でもない、地
域と多様に関わる⼈々を指す⾔葉です。地⽅圏は、⼈⼝減少・⾼齢化により、地域づくりの
担い⼿不⾜という課題に直⾯していますが、地域によっては若者を中⼼に、変化を⽣み出す
⼈材が地域に⼊り始めており、「関係⼈⼝」と呼ばれる地域外の⼈材が地域づくりの担い⼿と
なることが期待されています。
■応募⽅法︓所定の申請⽤紙に必要事項を記⼊し、
9⽉12⽇（⽉）までに岩村振興事務所へ提出してください。
※申請書類は岩村振興事務所にあります。
■対象団体︓岩村町内でまちづくり活動を⾏う団体（5名以上）
■補助⾦額︓上限50万円/事業
■補助率

︓10/10以内

■審査⽅法︓岩村地域⾃治区運営協議会で審査を⾏い、その後市の
確認を経て事業を決定します。
■お問合せ︓岩村地域⾃治区運営協議会事務局 （岩村振興事務所）☎43-2111
ふるさと恵那応援寄附⾦「岩村町のまちづくりを応援」の PR をお願いします。
恵那市外にお住まいの⽅で、岩村町出⾝の⽅、友⼈などのお知り合いの⽅がありましたら、
是⾮ともこの制度の PR をお願いします。
ふるさと納税ポータルサイトのふるさとチョイスから申し込みができます。
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🐤🐤🐤

岩村こども園

🐤🐤🐤「夏はやっぱりプールだね︕」

暑い中、お⽗さんやお⺟さんに作業で組み⽴ててもらった２つのプ
ール。７⽉４⽇（⽉）、３年ぶりのプール開きを⾏いました。⼦ども達
はこの⽇をとても楽しみに、年少さんは早くから⽔着を着たり、脱い
だりの練習をしてきたね。プールで怪我や事故なく遊べますように︕
と、園⻑先⽣に塩でお清めやお祓いをしてもらいました。年少さんか
ら年⻑さんまで全児が初めてのプールなので、⽔は少な⽬から始め、
バケツやジョーロを使って遊んだり、ビート板を⼿にバタ⾜や、中に
は元気よく潜って泳ぐ⼦の姿もみえます。⾃分から⽔に働きかけ、友
達の真似をしながら、ああしてみたり、こうしてみたり。そして、「プ
ール⼤好き︕」の⼦をどんどん増やしたいです。⼩さい未満児さんも
部屋の前でチャプチャプと⽔遊びを楽しんでいるよ。コロナ感染には
⼗分に気を付けながら、給⾷をモリモリ⾷べて、お昼寝ぐーぐー。元
気な夏を過ごします。
岩村こども園⻑
今年度も恵那地区更⽣保護⼥
性会の⽅より、⼦ども達が使
う雑⼱を真新しいタオルで縫
って 30 枚も頂きました。⼤
変助かっています。

★

岩 ⾢ ⼩ 学 校

★「ふるさと学習 〜花菖蒲園の⾒学・岩村城と⼥城主〜」

岩⾢⼩学校では 3 年⽣以上の「総合的な学習の時間」にふるさと学習
を位置付けています。3 年⽣は「岩村城⼥城主お直の⽅」、4 年⽣は「三
好学博⼠」、5 年⽣は「下⽥歌⼦先⽣」6 年⽣は「佐藤⼀斎先⽣」をテー
マに、地域の⽅々を講師にお迎えし、学んでいきます。
４年⽣が学習する三好博⼠は、桜の研究とともに花菖蒲の研究でも有名
です。そこで、6 ⽉２３⽇（⽊）に、原⽥さんが管理されている花菖蒲
＜花菖蒲園の見学＞
園を⾒学させていただきました。花菖蒲はちょうど⾒ごろを迎えてい
て、うっとり⾒⼊ってしまうほどの美しさでした。原⽥さんから、花び
らが３枚のもの、6 枚や９枚のものもあることや、花びらの多いものは、
背丈が低いことなどを教えていただき、⼦どもたちは、メモを取りなが
ら⼀⽣懸命観察していました。当⽇は、三好博⼠について研究されてい
る森川先⽣にも来ていただき、三好博⼠の⽣家があった場所へ案内して
＜岩村城と女城主＞
いただきました。2 学期にも森川先⽣から教えていただく予定です。
3 年⽣は、７⽉１３⽇（⽔）に⼥城主「お直の⽅」について、若森さんからお話を聞きました。
若森さんは、様々な写真を⾒せながら、３年⽣の⼦どもたちが興味をもてるようにわかりやすく話
してくださいました。よく⾒かけるマンホールの蓋にもお城の絵と「⼥城主の⾥」という⽂字がか
かれていることや、昔の⼥性には、名前のわからない⼈が多かったこと、岩⾢⼩学校を「がんゆう
⼩学校」と⾔っていたこと等々・・・。⼦どもたちにとっては、初めて知ることばかりで、興味津々、
たくさん質問することができました。教えていただいたことを『⼥城主新聞』にまとめました。こ
れからの総合的な学習の時間も楽しみです。
「地域の先⽣⽅、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。」 岩⾢⼩教頭
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○●○

岩 ⾢ 中 学 校

○●○

⽣徒会活動スローガン「ＪＯＹ」

今年度、岩⾢中学校⽣徒会はスローガンを「ＪＯＹ」として活動しています。このスローガン
には３つの意味が込められています。
「Ｊ」・・・Ｊｏｉｎ
⇒ 積極的に参加する
「Ｏ」
・・・Ｏｐｉｎｉｏｎ ⇒ みんなの意⾒で創る
「Ｙ」・・・Ｙｅｌｌ
⇒ 仲間と⽀え合う
この３つを意識して活動することで、
「JOY＝みんな
が楽しいと思える学校」の実現を⽬指しています。岩
中⼈権宣⾔のキーワードである「真の仲間」に込めら
＜生徒会スローガン「JOY」＞
れた願いに⽴ち返りながら、３年⽣が中⼼となり取り
組んでいます。７⽉１４⽇（⽊）には全校ドッジボール⼤会を⾏い、笑顔が溢れる楽しい時間を
共有しました。
７⽉２９⽇（⾦）には、恵那市の全中学校が参加する「中学
⽣と恵那市の未来を語る会」が開催され、
持続可能な恵那市を⽬指して 〜SDGｓにどう取り組むか〜
をテーマとして８中学校の代表が各校の取り組みを交流しま
す。新しくなった市議会議場で、岩⾢中の活動を精⼀杯発表し
ます。
岩⾢中学校教頭 ⼩南
＜全校ドッジボール大会の様子＞

🌼🌼🌼 恵 那 特 別 ⽀ 援 学 校

🌼🌼🌼

中学部１・２年⽣は学習活動として、地域資源・⼈材
を活かした取り組みである「ふるさと学習」を⾏ってい
ます。
「ふるさと学習」では、地域の⽅と関わりながら味
噌作りをしています。その最初の活動として、⼤⾖の種
植えを⾏ってきました。地域の⽅の話をよく聞いて、丁
寧に⼟の⽳に種を⼊れる姿や、時間いっぱい活動する姿
が多く⾒られました。また、味噌を作るときに使う⼩⻨
を⽵の棒に⼲す活動もしました。⼩⻨を初めて⾒る⽣徒
もいて、
＜大豆の種植えをしています。＞
「 こ れ
が⼩⻨︖」や「⼩⻨粉になるの︖」という声もあ
りました。中学部１年⽣は休憩時間に⽜の⾒学を
することもでき、貴重な体験をすることができま
した。
教務部・広報担当

＜味噌を作るときに使う小麦を竹の棒に干しています＞
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恵那市放課後⼦ども教室
こんにちは、いわっこクラブです。
7 ⽉のいわっこクラブでは、講師の吉村綾⼦さんに
教えていただいて、「いわっこのみんなで作って遊ぼ
う︕」をしました。
ペットボトルや⾷品トレイなどの不⽤品を使った⼯
作で、⾈、⽔中眼鏡、⼊れ物の３つを作りました。⼯
作が好きという⼦が多く、⼤⼈が難しいかなと思うと
ころも積極的に⾃分で取り組んでいました。
出来上がった⾷品トレイを使った⾈に絵や模様を描
く⼦、シールを貼る⼦と、⾃分だけの素敵な物ができ
ました。
最後に⽔に浮かべ、動く⾈を⾒て満⾯の笑みの⼦ど
もたちでした。8 ⽉の活動で
は作ったものを使って川遊
びをする予定です。
おうちでも、不⽤品を使っ
て⾃分で考えて何か作って
みるのも楽しいかもしれま
せんね。 ⽣涯学習課和⽥

いわっこクラブ

＜不⽤品を使って⼯作しました＞

＜⾃分で作った動く⾈は楽しい︕＞

恵那市社会福祉協議会岩村⽀部から８⽉のお知らせ
◎ いっしょにいこまい会（お盆⽤フラワーアレンジメント）
8 ⽉１２⽇（⾦）午前１０時半〜
参加費 400 円（⾷事もあります）

みなさん、
福祉センターへ

◎ 健康トレーニング（⼀回５００円）
予約不要
８⽉１７⽇(⽔) 午後 1 時半〜午後 3 時
８⽉３１⽇(⽔) 午後 1 時半〜午後 3 時

お越しください！

◎ 「親⼦遊びの場」、８⽉はお休みです。
次回は 9 ⽉１３⽇(⽕) 親⼦遊びと絵本の読み聞かせ等

※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 ☎43-0051
ホームページ︓http://www.ena-shakyo.or.jp/
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恵那市観光協会岩村⽀部からのお知らせ
飯⽻間城の整備をしております。

第 29 回全国⼭城サミット恵那⼤会に向けて、「飯⽻間城」の整備を開始しております。
秋⼝を⽬処に、⽵などの伐採、遊歩道の整備などを進めて参ります。今後は「岩村城」と共に
「飯⽻間城」も岩村町の城跡遺産として、活⽤していきたいと考えております。維持管理に皆様
のご協⼒をお願い申し上げることもあるかと思います。その節にはご協⼒の程よろしくお願いし
ます。

展⽰会の予定（町屋「⼟佐屋」にて）

7 ⽉ 29 ⽇（⾦）〜9 ⽉ 2 ⽇（⾦） ⼼を動かされた⾵景写真展
⼟佐屋 開館時間 10 時 〜 16 時（休館⽇ ⽔曜⽇）

写真家

柴⽥

歴史再発⾒ vol.87 お城の中でお菓⼦作り︖
毎⽇暑い⽇が続きますね。今回は納涼を兼ねて真冬の話をしたいと思います。
「濃州岩村城并居屋敷・家中町屋敷絵図」
（市指定⽂化財）は、宝永５年（1708）
ごろに藩⼠の屋敷割図（藩⼠の住宅台帳）として作成され、次いで⼋幡曲輪遠⾒櫓
下の崩落（時期は不明）の記録（幕府への修理願の下書きか︖）に使われた絵図で
す。朱書きで城内の施設などの様々な状況が書き込まれており、最後は恐らくは幕
末に城の現況調査に利⽤されたと推定されます。
写真はこの絵図の出丸の部分です。中央左寄りに朱で２棟の建物が描かれ、左側
の建物の右肩に「氷餅屋」、下に「廃」とあります。出丸には氷餅屋という施設が置かれていたこと
が分かります。
氷餅はお菓⼦の名前です。お菓⼦屋さんを連想しますが、⼀般の⼈の来ない出丸に⼩売り店舗が
あるはずもなく、藩営の氷餅製造所とみるべきでしょう。おそらくは藩が贈答⽤などに使うお菓⼦
として氷餅を作ったのでしょう。
では、なぜ城内奥深くにこのようなお菓⼦⼯場があったのでしょうか。鍵はその製法にあります。
氷餅は、お餅を⽔で溶かして板状にし（※ここまで製法は各
種あり）、寒ざらしにして凍結乾燥させて作ります。細寒天と
同じ製法だといえばこの地⽅の⼈には分かりやすいでしょ
う。真冬に冷え込みの厳しい場所で作るほどいいものができ
るわけです。
城下町との⽐⾼150ｍの岩村城は、岩村藩領の中でも⼀番
寒い場所の⼀つであることは間違いありません。加えて、城
内奥深くで作られたとなれば安全⾯でも申し分なく、お殿様
＜「濃州岩村城并居屋敷・家中町屋敷絵図」に描かれた出丸＞
からの贈り物として、最適のお菓⼦だったのではと思います。
-7-

家庭でできる 雑がみ分別作戦

可燃ごみに占める雑がみの割合は 14％

ゴミの出し方をひと手間かけて節約生活！
簡単３ステップ
【ステップ①】 雑がみを分ける（可燃ごみに入れない）
【ステップ②】 雑がみを集めて紙袋に入れて、紙ひもでしばる
【ステップ③】 紙袋を城下町クリーンステーションに持ち込む
城下町クリーンステーション
（岩村コミュニティセンター駐車場内）

そうしたら...

★☆★ゴミ袋を７枚使うたび約 1 枚分のゴミ袋を減らせます★☆★
※※※資源の売却で得られた収益は小中学校の PTA 活動や地域振興事業に充てられます※※※
令和３年度は、小中学校 PTA にそれぞれ 226,021 円が分配されました
地域の小中学生の充実した学校生活を支えるため、ご協力をお願いします

こんなものが雑紙です
新聞（折込チラシを含む）・雑誌・ダンボール・紙パック・紙製容器以外の資源にできる紙類です
意外とあるある！

ティッシュの空き箱
トイレットペーパー・ラップの芯

お菓子の空き箱・包装紙

他にもあるある！
封筒・名刺
はがき（圧着はがきは✕）
カレンダー（金具をはずす） など
出せないもの

コピー用紙

ビールの包装紙

恵那市役所ホームページ
「家庭でできる 雑がみ分別作戦」
もご覧ください。
左の QR コードからアクセス！

【問合せ】 恵那市 岩村振興事務所
☎43-2111

✕

米袋 ・ においの付いた紙
レシートなどの感熱紙
カップラーメンのカップ など

FAX43-0159

✉iwamurashin@city.ena.lg.jp
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全国⼭城サミット直前︕︕岩村城跡清掃作業を実施します
本年１０⽉２２⽇（⼟）２３⽇（⽇）の⼆⽇間「全国⼭城サミット恵那⼤会」が開催されます。
全国の⼭城ファンが多数「岩村城跡」を訪れると予想されます。地域の宝「岩村城跡」の景観を
美化するため、下記の⽇時で清掃作業を実施いたします。歴史的な財産を次代に継承し、地域の
誇りとするためにも皆さんと⼀緒になって維持保存に努めて参りたいと存じます。
ご多忙のところ恐縮ですが、皆さまお誘い合わせのうえ是⾮ご協⼒ください。
1.
2.

⽇

時

3.
4.
5.

受
付
作
業
集合場所
作業内容
持 ち 物

6.
7.

問い合せ
主
催

令和４年９⽉ 10 ⽇（⼟）※⼩⾬決⾏

（中⽌の場合、当⽇の午前７時に広報にてお知らせします）
午前８時〜
午前８時半〜１０時ごろ
岩村歴史資料館前（作業内容を説明後、移動します。）
⽯垣の清掃、草刈り等
タオル、軍⼿、帽⼦、草刈機（燃料は⽤意します）
鎌、熊⼿、脚⽴、箕、スコップ、⽵ほうき 等
岩村振興事務所 近藤（☎４３－２１１１）
城下町ホットいわむら・恵那市観光協会岩村⽀部

岩村城跡を清掃していただきました
７⽉１１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活動と
なります。⼤変蒸し暑い中ではありましたが、
⼀⽣懸命作業していただきました。造園協会
の⽅は「これだけ⾒事な⽯垣はこの辺にはない素晴らしい観光資源であ
る。皆さんに気持ちよく⾒ていただけるように今後も協⼒していきた
い。」と⼒強い⾔葉をいただきました。

いわむら昔ばなし余話 〜下⽥歌⼦のエピソード〜
実践⼥⼦学園の国⽂科の授業で、下⽥先⽣の講義、特に源⽒物語は天下逸品
の名調⼦で東京の国⽂学の先⽣等のもっぱらの評判でした。
下⽥先⽣の講義に他の⼤学の先⽣等が聴講に来られました。
その中に有名な⾦⽥⼀京助先⽣も加わっておられ、当時国⽂学界では「下⽥
源⽒」とまで⾔われました。
＜下田歌子先生→＞
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IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION

☎43-3722
主な８⽉岩村コミュニティセンター使⽤予定
８⽉ ８⽇(⽉) のびっこクラブ
８⽉１２⽇(⾦) 無料法律相談
８⽉２０⽇(⼟) ことぶき結婚相談所

※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。

のびっこクラブの活動
６⽉２９⽇（⽔）のびっこクラブのお⺟さん⽅からの
発案で、第⼆回⽬の「⼦ども服交換会」を⾏いました。５⼈
のお⺟さんが参加され、会議室に持ち込まれた洋服、帽⼦、
靴、サンダルをサイズごとに仕分け⾏い、選び易くしました。
別室で過ごす６⼈の⼦ども達をお⺟さん⽅が互いに⾒合いな
がら⼦育て談議に花が咲き、無事ケガなく過ごす事が出来ま
した。
当⽇参加できなかった⽅で関⼼のある⽅は、お世話役の⽅
が⼀時預かりを⾏っていますのでお声かけ下さい。
「のびっこクラブ」は令和２年９⽉から発⾜した集まりです。
未就園児を持つお⺟さん⽅が⾃主的に企画運営しています。
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おります。
参加希望の⽅は岩村コミセン窓⼝へお気軽にお越しください。コミセン主事 ☎43-3722

今月の新刊

解きたくなる数学 佐藤 雅彦 他２名
さもなくば黙れ
平⼭ 瑞穂
デス・ゾーン ―栗城史多のエベレスト劇場― 河野 啓
８０歳の壁 和⽥秀樹
絵本 街どろぼう、さかなくん、ブロロンどろろん、
児童書 たまごのはなし にしたにまみこ
※ 「こんな本が読んでみたい」など図書購⼊の希望ある⽅は、図書名、作者名を岩村
【ご希望に添えない場合もあります】
コミュニティセンターまでご連絡下さい。
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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】

学を為すには、人の之(こ)を強(し)うるを俟(ま)たず。必(か
なら)ずや心に感興(かんきょう)する所(ところ)有(あ)って之を
為(な)し、躬(み)に持循(じじゅん)する所有って之を執(と)り、
心に和楽(わらく)する所有って之を為す。
（言志耋録３７条）
⾃分から進んで学ぼう。⼈に⾔われて学ぶものではない。「よしやろう」と思い、その気持ちを
継続して学び続けているうちに、学ぶことが楽しくなるのである。
⼀斎塾では、毎⽉学習会を⾏っています。⼀斎先⽣の教えを学びたいと思う⼈々が集い、⾔志四
録を読むことを通して、様々な意⾒を交わし、互いに学びを広げています。７⽉の学習会では、新
たな試みとして、ＺＯＯＭ（リモート会議システム）をつなぎ、東京、横浜、⼭梨の⽅も参加しま
した。⼀斎先⽣の⾔葉を学ぶ仲間が広がっています。
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６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

1,320kg（1,190kg）
1,120kg（1,370kg）
1,140kg（1,370kg）
390kg （310kg）
196kg （149kg）
4,166kg（4,389kg）
※(

)内は 5 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。

今⽉

先⽉

昨年同⽉

総数

4,670 ⼈

（▲9）

〈▲76〉

「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。

男性

2,267 ⼈

（▲1）

〈▲32〉

発⾏/岩村地域⾃治区運営協議会

⼥性

2,403 ⼈

（▲8）

〈▲44〉

〒509-7403 恵那市岩村町 1657 番地 1

世帯

1,872 世帯

（▲8）

〈▲16〉

岩村町
令和 4 年７⽉ 1 ⽇現在の⼈⼝・世帯表

（

）内は前⽉との⽐較〈

〉は前年同⽉⽐
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☎43-2111(岩村振興事務所内)
✉iwamurashin＠city.ena.lg.jp

