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＊第 29 回全国⼭城サミット恵那⼤会情報（P8） 
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長月 

 

「ザ・縁⽇」「ふるさと創⽣花⽕」開催の御礼について 
  

台⾵ 8 号の接近により開催を 1 ⽇延ばしましたが、実に 3 年ぶりの 8 ⽉ 14 ⽇（⽇）に
「ザ・縁⽇」「ふるさと創⽣花⽕」を開催することができました。 

多数の町⺠、帰省客、観光客の皆さまにご観覧、ご参加いただき、また新型コロナウイル
スの感染拡⼤防⽌にご協⼒をいただいた中で無事に終えることができました。これも⼀重に
皆さまのおかげと感謝申し上げます。 
 ご協⼒、ご協賛誠にありがとうございました。 

岩村城再建構想実⾏委員会 委員⻑ ⼭村 善保
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三年ぶりとなったザ・縁⽇。8 ⽉ 13 ⽇（⼟）の予定でしたが迫る台

⾵ 8 号の脅威により翌 14 ⽇（⽇）に延期となりました。延期したこと
により天気も良くイベントも順調に進みました。 

美濃国岩村城⼥太⿎さんで開幕。 
OBRIGARRD さんの DJ を⽪切りに

ダンプ引き競争で熱くなり、浴⾐ DE
ファッションショーで魅了され、⼤道
芸⼈ブンブクさんの芸に沸き、A.D.O
さん、ダンススクール LMD さんの魅
惑のダンス、イーリャダスタルタルー
ガスさん情熱の太⿎からの岩村⾳頭、
郡上踊り郡囃会さんの盆踊りで夏を感
じ、メインイベントの「ふるさと創⽣
花⽕」となりました。 

やはり⽬の前で⾒る⾳楽花⽕は迫⼒があり、約 3,000 ⼈の観客
からは「来てよかった」や「楽しかった」など歓声が上がってい
ました。来年もぜひご来場ください。みなさんご参加いただきあ
りがとうございました。 

⼤盛況︕楽市・ふくろうまつり×⼟曜夜店 
7⽉２３⽇（⼟）に岩村町商店会主催で「楽市・ふく

ろうまつり×⼟曜夜店」が開催されました。終⽇天候に
も恵まれ、たくさんのお客さんにご来場いただきまし

た。このまつり
は午前11時から
はじまり、午後
8時まで⾏いま
した。 

3年ぶりの開
催ということも
あり、待ち望ん
でいた家族連れの⽅がたくさん来場され、町中は⼤変にぎ
わいました。今回の⽬⽟は「なつかしのあげあんぱん」と

「ENバーガー」。あげあんぱんは120個限定販売で3時間ほ
どで完売。懐かしの味に皆さん⾆⿎を打ってみえました。⽇も暮
れてくるころには、更に来場客も増え、本通りは⼈であふれかえ
っていました。 

印象としては昭和の賑わいが町に帰ってきた︕︕︕と感じまし
た。楽しい時間は過ぎるのが早く、夜店が終わった後も多くの
⽅々が名残惜しそうに帰路についていました。 

来年は新型コロナが収束し、参加者がマスクなしで開催できる
ことを切に願います。

三年ぶりの「ザ・縁⽇」開催︕

＜晴天の中ふくろうまつり開催！！＞

＜懐かしのゲームに夢中になっています＞ 

＜筋肉の躍動。ダンプ引き！！＞

＜魅惑のファッションショーでした＞

＜大道芸人ブンブクさん＞ 

＜音楽花火。光がほとばしっています＞

＜話題の EN バーガー＞
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WRC 外国⼈おもてなし通訳さんを募集します 

11⽉13⽇（⽇）、恵那市を舞台にWRC（FIA世界ラ
リー選⼿権）が開催され、岩村町ではラリーカーが柳
町〜桝形〜本通り〜本町信号までの区間を、制限速度
を守ってパレードのように通過して⾏きます。 

ラリーカーは午前9時50分頃〜午前11時20分頃）と
午後0時35分頃〜午後2時05分頃）に合わせて2回、上
記の区間を⾛⾏します。 

※競技の進み具合で時間が変わる場合があります。 
11⽉13⽇（⽇）は、2022年度のWRC最終戦の最終

⽇にあたり、歴史の町並みとラリーカーを撮影できる
絶好のポイントとして、数多くのお客様が来訪される
と予想されます。また、ヨーロッパではF1よりもWRCのほうが⼈気のある国も多いとのことで、外
国⼈のお客様が多数来訪されると予想されます。そこで、下記のとおり外国⼈おもてなし通訳さん
を募集します。語学に堪能な⽅、ぜひご協⼒ください。下記の連絡先まで、住所・⽒名・性別・年
齢・携帯電話番号・対応可能な⾔語をお知らせください。 
【募集概要】英語（3名）、ドイツ語・スペイン語・中国語など（若⼲名） 
【任 務】本部にて外国⼈観戦者への観光ガイドや⾷事どころの案内 
【⽇ 時】11⽉13⽇（⽇）午前8時〜午後3時（うち1時間休憩） 
【報 酬】12,000円（当⽇お⽀払いします） 
【連 絡 先】岩村振興事務所 担当 近藤 ☎43-2111 
【備 考】事前に簡単な打ち合わせをお願いする場合があります。         

恵南山城シンポジウム＆恵南地域山城満喫体験ツアー開催 

第29回全国⼭城サミット恵那⼤会プレイベントとして恵南⼭城シンポジウム＆恵南地域⼭城満
喫体験ツアーを開催します。 

 
恵南⼭城シンポジウム ⼭城の魅⼒を知り尽くせ︕ 
来る令和4年10⽉22⽇・23⽇に開催される第29回全国⼭城サミット恵那⼤会のプレイベント・

恵南⼭城シンポジウム︕かつて恵那市恵南地区では武⽥軍VS織⽥軍など多くの合戦が繰り広げら
れ、それから4〜500年後の現代でも岩村城・明知城をはじめ、多くの⼭城や砦が遺構としてよく
現存しています。そう、恵南でなら、⼭城特有の地形の⾯⽩さを存分に味わえるのです︕おなじ
みの⼭城博⼠・滋賀県⽴⼤学中井先⽣と、郷⼟史家籠橋⽒とともに掘り下げ、そこにあったであ
ろう⼈間模様も含め、いまだ謎多き恵南の戦国時代の魅⼒に迫りましょう︕ 

主催 恵南地区⽂化遺産活⽤実⾏委員会 
詳しくはこちらからアクセスしてください。➡ 

恵南地域⼭城満喫体験ツアー 
岩村城、明知城は「今回だけの特別体験プログラム」付き︕その他のお城は「今回が初のガイ

ドツアー開催」︕他ではない特別な体験をして、⼭城仲間に⾃慢しよう︕ 
主催 恵南地区⽂化遺産活⽤実⾏委員会 

詳しくはこちらからアクセスしてください。➡ 
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申し込み 
メールフォーム 



   
🐤🐤🐤 岩村こども園 🐤🐤🐤「⾃然はこどもを育てます」 

保育室裏の桜の⽊で鳴き続ける蝉を指さし、先⽣に教
えて貰って折った蝉を、上に下にと揺らし「み〜ん み
〜ん」と⾛り回る年少さん。地域の⽅に頂いたカブトム
シの幼⾍がやっと孵って、「これはオスだよ」「この⼦は
⼥の⼦だね」と集まって⾒合うこども達。夏はこどもに
とって⾊んな⾍にも出会える楽しい季節です。２才児の
先⽣がこんな話をしてくれました。「こどもに種を⾒せ
ながら蒔いたキュウリだけど、⼩さいからまだ興味が持
てないかなあと思っていた。でも、⼩さいジョウロで⽔
をやり、フエンスの向こうから、つるが伸び⼤きくなっ

てくると、「葉っぱがおおきくなった︕」「ざらざらする」「⻩⾊い
花が咲いたよ」そして、採れたてのキュウリを⼿に、「痛い︕」
「チクチクするね」・・と⼤騒ぎ。早速切って⾷べてみると「おい
しい︕」「みんなのキュウリだね」と⼝々に⾔い合う姿がとてもかわいかった

と。調理したきゅうりは給⾷で⾷べているけど、そのキュウリがこんな⾵に、⾚ちゃんキュウリ
からどんどん⼤きくなっていく過程を⾒る事は、⼩さい２才児のこども達の気持ちを動かし、⼿
や⽬から伝わる情報を⾔葉として伝え合う⼤事な育ちになっています。ナスがなった︕オクラの
花が綺麗︕ジャガイモを掘った ひまわりが咲いた︕・・と、こども達は⾍や花、野菜を育てな
がら、沢⼭の学びに出合った夏でした。 岩村こども園⻑

★ 岩 ⾢ ⼩ 学 校 ★「陶芸教室」 

毎年、岩⾢⼩学校では、⼭岡陶業⽂化センターの⽅々にご指導いただき、２・４・６年⽣を対
象に、陶芸教室を開いています。昨年までは学校に来ていただいていましたが、今年は、⼭岡陶
業⽂化センターを会場に、教えていただくことになりました。 

早速、２年⽣は７⽉５⽇（⽕）、４年⽣は７⽉１３⽇（⽔）に、陶芸教室を⾏いました。 
⼭岡陶業⽂化センターへバスに乗って⾏くだけでも、ウキウキ、ワクワクの⼦どもたちでし

た。２年⽣は「⻤⽡」、４年⽣は「丸い動物」をテーマに、指導員さんの説明をよく聞き、集中
して作品作りに取り組みました。粘⼟の感触を楽しみながら、⾃分だけの世界で⼀つしかないす
てきな作品ができました︕焼き上がりが楽しみです。 

９⽉には、６年⽣の陶芸教室が予定されています。  岩⾢⼩教頭 

＜2 年生鬼瓦↑＞ 
＜4 年生丸い動物↓＞ 

＜オクラ！＞ 
＜ひまわりの前で＞

＜ちくちくキュウリです＞
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○●○ 岩 ⾢ 中 学 校 ○●○ 

「⼭城学習会」
岩⾢中学校では、７⽉上旬に岩村城の歴史を中⼼に学ぶ学習会を⾏いました。講師には、恵那

市教育委員会⽣涯学習課より三宅唯美先⽣をお招きして、ふるさと岩村の⼤切な歴史遺産である
岩村城について詳しく学びました。岩村城と城下町の完成には３０年を要したこと、なぜこの場
所に城を築いたかなどをあらためて知ることができました。 

１０⽉には『第２９回全国⼭城サミット』が恵那市で開催されます。岩村城と明知城が会場と
なる予定です。この機会に、岩村の⼦どもたちが地域の財産を地域の⽅とともに学び、サミット
当⽇は来場する皆さんにふるさとへの思いを伝える場を設けていただけることになりました。こ
の取組を通して、ふるさと岩村への愛着を⼀層深められるものと期待しています。 

                                 岩⾢中学校教頭  
 

🌼🌼🌼 恵 那 特 別 ⽀ 援 学 校  🌼🌼🌼 

７⽉５⽇、⾼等部２年⽣が校外学習で中⼭道広重美術館に出掛けました。
版画の重ね摺りを体験したり、浮世絵を鑑賞したりしました。重ね摺り体
験では、それぞれに違った味のある版画を摺ることができました。浮世絵
の鑑賞では、作品の紹介を聞いて、浮世絵が⼀⼈ではなく、彫師や摺師な
ど何⼈かで作られていることやハートに似た形が昔、猪⽬といわれる模様
だったことなどを知り、浮世絵や歴史への関⼼を深めることができました。 

７⽉ 21 ⽇、全校の保護者を対象に⾼等部・中学部合同ロックビレッジバ
ザール（作業製品販売会）を実施しました。１学期のまとめの活動とし

て、１学期間に真⼼込めて
作製したさまざまな製品を販売しました。 

⾼等部の⽣徒は売れ筋や製品の使⽤⽅法等を説
明しながら、中学部の⽣徒は買いに来た保護者とコ
ミュニケーションを図りながら接客をし、久しぶり
の販売活動を⾏うことができました。保護者の中に
は、販売時間いっぱいまでどの製品を購⼊しようか
悩まれる⽅がいるなど、⼤盛況となりました。現在
は、校内に限定しての実施ですが、感染状況が落ち
着いたら、地域の皆様にもぜひ参加していただきた
いと考えています。    教務部・広報担当 
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＜重ね摺り体験の様子＞

＜城山清掃後の集合写真です＞ 

＜ロックビレッジバザールの様子＞ 

＜三宅唯美先生の講義＞ 



              
 

   
 いわっこクラブでは、８⽉８⽇（⽉）に「ふるさとの川で
遊ぼう」の活動を⾏いました。富⽥会館横の美しい富⽥川で、
先⽉作ったプロペラ付きの⾈や⽜乳パックの⽔中メガネ、ペ
ットボトルの⼊れ物を使って遊びました。上流から⼀⻫に⾈
を流して競争をしたり、プロペラを回して⽔流で動かしてと
友達と競争したり⼯夫して楽しみました。⽯を動かすとカニ
が出てくるので、すかさず⽜乳パックの⽔中眼鏡で川の中を
のぞき込む姿が可愛かったです。５匹つかんだ⼦は、「カニ
の家族だあ」と⾔って⾒せてくれました。カニに逃げられて
しまって、悔しい思いをしたことも楽しい思い出です。天候
が⼼配でしたが、丁度⼦どもたちの活動中は晴れていて⽔
分を取りながら遊ぶことができました。川からあがってか
ら⼀⼈ひとり思い出の絵を描きましたが、とても素敵な躍
動的な絵が仕上がりました。 
 川の草刈りや清掃など、地域の皆様の温かい気持ちに⽀
えられて川遊びを無事に⾏うことができました。また保護
者当番さんや⾒守りに出てくださった保護者の⽅、主任児
童委員さん本当にありがとうございました。地域の中で⼦
どもたちが育っていく姿は嬉しいですね。   （校区コーディネーター ⼤嶋、太⽥）

 

◎ いっしょにいこまい会  
９⽉１６⽇（⾦）良い姿勢を保つ 
ココロあすなろ治療院の先⽣による体操 

午前１０時半〜午前１１時半 
         会費４００円 

お⾷事の⽤意もありますよ                      
◎ 健康トレーニング（⼀回５００円） 予約不要                 

9 ⽉１４⽇(⽔) 午後 1 時半〜午後 3 時 
9 ⽉２８⽇(⽔) 午後 1 時半〜午後 3 時  
体験希望の⽅も受け付けています。初回無料です。                   

◎ 毎週⽕曜⽇には、「親⼦遊びの場」の開設         
９⽉１３⽇(⽕)午前１０時半〜１１時半 プール遊び   
９⽉２７⽇(⽕)午前１０時半〜１１時半 読み聞かせ 
など            

※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９⽉のお知らせ 

恵那市放課後⼦ども教室 いわっこクラブ 

＜カニをつかまえたよ︕＞ 

＜みんなでパチリ＞ 

みなさん、 

福祉センターへ 

お越しください！

＜親⼦遊びの場 プール遊びの様⼦＞ 



恵那市観光協会岩村⽀部からのお知らせ 
岩村に関する秋のイベント情報（8 ⽉ 16 ⽇（⽕）現在）
9 ⽉ 10 ⽇（⼟） ⼭城体験ツアー 
（岩村城跡を町⺠と⼀緒に清掃するボランティア体験ツアー） 
10 ⽉ 22 ⽇（⼟）〜23 ⽇（⽇） 第 29 回全国⼭城サミット恵那
⼤会（町内のイベントについては別途お知らせします） 
10 ⽉ 29 ⽇（⼟） いわむら城址薪能   会場 岩⾢⼩学校 
11 ⽉ 11 ⽇（⾦）〜13 ⽇（⽇） FIA 世界ラリー選⼿権（WRC） 
（13 ⽇（⽇）は恵那市・中津川市コースもラリーカーが⾛りま
す。町内のイベントについては別途お知らせします。） 
11 ⽉ 19 ⽇（⼟） 嚶鳴フォーラム in 恵那 
（ふるさとの先⼈を通して、⼈の⼼に⽕を灯し、地域に⽕を灯し、⽇本全体に⽕を灯す運動。こ
れからのまちづくり、⼈づくり、⼼そだてをともに考え、ともに実現していく地域創造の場で
す。） 

展⽰会の予定（町屋「⼟佐屋」にて） 
〜9 ⽉ 2 ⽇（⾦） ⼼を動かされた⾵景写真展 写真家 柴⽥ 
9 ⽉ 3 ⽇（⼟）〜10 ⽉ 31 ⽇（⽉）「岩村の⽂教者の遺墨」展 
（佐藤⼀斎、林述斎、東条琴台、平尾他⼭、下⽥歌⼦、三好学、⽥辺恕亭） 恵⽂館 
⼟佐屋 開館時間  午前１０時〜午後４時（休館⽇ ⽔曜⽇） 

恵那市観光協会岩村⽀部から岩村城の新しいパンフレット販売 
恵那市観光協会岩村⽀部から新しいパン

フレットが販売されました。 
タイトルは「読んで歩いて体感できる︕岩

村城登城攻略ガイド」。 
なんとこのパンフレットの中にあるQRコ

ードを読み取ると、岩村城がCG再現︕︕︕ 
本誌限定の再現CGをお楽しみください。 
お取り扱いは恵那市観光協会岩村⽀部で

す。1冊200円で販売中。ぜひお買い求めくだ
さい。 

連絡先はこちらです。 
 恵那市観光協会岩村⽀部 

☎43-3231 

＜飯羽間城跡の空撮＞
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第 29 回全国⼭城サミット恵那⼤会情報 
 

いよいよ来⽉に迫ってきました︕岩村・明智会場の情報です。 
岩村会場でのイベントの細かい情報が公開されましたのでお知らせします。詳細については QR

コードから確認してください。 

⼭の⽇記念 森林・林業社会貢献活動 
８⽉１０⽇（⽔）に、名古屋林業⼟⽊協会付知⽀部・中津川⽀部・坂下⽀部、名古屋造林素材⽣

産事業協会東濃⽀部の総勢３０名の⽅が、「⼭の⽇記念 森林・林業社会貢献活動」の⼀環として、
岩村歴史資料館周辺や岩村城跡周辺の森林整備をしていただきました。 

この奉仕作業は毎年⼭の⽇の前後に⾏われており、草刈り以外にも落ち葉の除去や、⾬⽔対策等、
林業専⾨ならではの作業をしていただきました。本当にありがとうございました。今後も官⺠で岩
村城跡を守っていきますのでご協⼒をお願いします。 
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国道・市道通⾏規制のお知らせ  
     

国道２５７号線及び岩村町２７７号線の通⾏規制についてお知らせします。 
⼤⾬により路肩崩落が発⽣しております。復旧⼯事を⾏いますので皆さまのご理解ご協⼒をお

願いします。 
 

※国道 257 号線 岩村城跡上り⼝付近 
規制内容 ⾞線規制 
⼯事期間 令和 4 年８⽉２４⽇（⽔） 

〜令和 4 年１０⽉ 2 ⽇（⽇） 
 

※岩村町 277 号線 岩村城跡上り⼝付近 
規制内容 通⾏⽌め 
⼯事期間 令和 4 年 9 ⽉ 5 ⽇（⽉） 

〜令和 4 年 10 ⽉ 21 ⽇（⾦） 
          終⽇規制 

 
 
 
 
 

いわむら昔ばなし余話 〜ごみ取りの話〜 
 
本町通りの両側の家並みの中に⽤⽔が流れていました。昔は⽔

量が豊富できれいで、どの家でも野菜を洗ったり、釜や鍋を洗い
井⼾⽔ですすいだものです。 

その⽤⽔にはそれぞれ⾃由に取り外しができるごみ取り⽤の
柵が取り付けてあり、誤ってごみを流しても柵に引っかかりその
ごみ取りを抜けても下の家に⾏き始末することができました。 

上からごみ取りを抜けてきたごみが⾃分の家でひっかかって
いると、どの家の⼈もごみを⼿で引き上げ⼟間に広げました。 

すると⽔の流れが良くなりますが、もう⼀つ⼤事なことは、引き上げたごみを、⽣ごみと燃え
る⽊⽚、⽊の葉等に選り分け、⽣ごみは畑の堆肥に使い⽊⽚等は乾かして⾵呂の焚きつけに利⽤
しました。 

どこの家でもごみを下へ流さない努⼒をしましたが、こうした公徳⼼がなければ下⽅でごみが
溢れて⽔の被害にあうことになります。 

このようにお互いが注意し合い、⾔わず語らずのうちに実⾏され
ていたのです。 

また、無駄なものは何⼀つないと教えられました。昔の⽣活はつ
つましく、質素倹約に⼼がけ、その合理性が⾄るところで培われ、
今の⽣活と⽐較すると実に豊かで充実した気持ちになります。 

＜天正疎水②＞ 
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国道 257 号線 
⾞線規制 

岩村町 277 号線
通⾏⽌め

（予定） 

（予定） 

＜天正疎水➀＞ 



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 

☎43-3722  
 

 
             

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な９⽉岩村コミュニティセンター使⽤予定
９⽉ １⽇(⽊) 乳幼児学級「いわむら」 
９⽉ ９⽇(⾦) 無料法律相談 
９⽉１２⽇(⽉) のびっこクラブ 
９⽉１７⽇(⼟) ことぶき結婚相談所

7 ⽉25 ⽇（⽉）コミセンの⼤ホールに集まり、親⼦8 組が参加して「親⼦ 
アート」を楽しみました。好きな⾊の絵具を選び⼿⾜を使って描く⾃由でのび 
のびとした素敵な作品は、町⺠展で発表予定です。 

8 ⽉8 ⽇（⽉）コミセン北側で⼀時の涼を求めてプール遊びをしました。 
のびっこクラブの毎回の活動プランは、お世話係のお⺟さん⽅が打ち合わせ 
を繰り返し実⾏しております。楽しい時間を過ごして、友達作りにぜひご参 
加ください。 

のびっこクラブの活動 

夏休み中に岩村コミセンで⾏われた⼦ども講座を紹介します。 
7 ⽉22 ⽇（⾦） えーな⽊育クラブの「⾃然物の⽵を使って遊び道具を作ろう︕」 
7 ⽉26 ⽇（⽕） 森川彰夫先⽣の「おもしろ科学実験」（コイの滝登り、⾶⾏リング） 
7 ⽉28 ⽇（⽊） 堀⾼久先⽣の「郷⼟の歴史を知ろう」（城⼭ウォークキング） 
7 ⽉30 ⽇（⼟） ⼭本さちよ先⽣の「⼦どもパン教室」 
8 ⽉  9 ⽇（⽕） 恵那⼭ネーチャーゲームの会の 

「岩村の⾃然の中で五感を使っていっぱいあそぼう︕」           
コミセン主事 ☎43-3722 
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※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 7 ⽉分実績 
 

 

 
 
 

【NPO 法⼈いわむら⼀斎塾】

月を看
み

るは清
せい

気
き

を観
み

るなり。円欠
えんけつ

晴
せい

翳
え い

の間
あいだ
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あ
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み

るは、生
せい

意
い

を観
み

るなり。紅
こ う

紫
し

香
こ う

臭
しゅう

の外
ほか

に存
そ ん

す。                （言志後録１４０条） 
 

⽉をみて、清らかな気を花からはその⽣々とした花の⼼をいただこう。 
 
今年の⼗五夜は９⽉１０⽇。秋の夜⻑に⽉を眺め、その神々しい光から⽉の気を感じる

ことができます。夏のひまわりをみて元気がもらえたり、ウクライナと戦争平和を考えた
りする⼈もいるでしょう。きれいな花をみて⼼がほっとしたりすることもあります。⾃然
のあらゆるものの形ではなく、その奥にある⼼を感じながら⽣活したいものです。 

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８⽉ 1 ⽇現在の⼈⼝・世帯表     
 今⽉ 先⽉ 昨年同⽉ 

総数 4,673 ⼈ （3） 〈▲69〉

男性 2,274 ⼈ （7） 〈▲25〉

⼥性 2,399 ⼈ （▲4） 〈▲44〉

世帯 1,877 世帯 （5） 〈▲14〉
（ ）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 

☎43-2111(岩村振興事務所内) 
✉iwamurashin＠city.ena.lg.jp 

ダンボール    1,650kg（1,320kg） 
雑誌         980kg（1,120kg） 
新聞紙･チラシ  1,300kg（1,140kg） 
雑がみ       390kg （390kg） 
アルミ⽸       150kg （196kg） 
合計      4,470kg（4,166kg） 

       ※( )内は 6 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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