
   

   

 

   

 

 

 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

いよいよ来⽉に迫ってまいりました世界ラリー選
⼿権（ＷＲＣ）︕この世界的なイベントにボランテ
ィアとして参加してみませんか︖ 

18 歳以上の⽅ならどなたでも構いません︕参加希
望の⽅は 10 ⽉ 21 ⽇(⾦)までに、住所・⽒名・年
齢・電話番号を明記の上、下記申し込み・問い合わせ
先までご連絡ください。（電話申し込みも可能です） 
申し込み・問い合わせ先︓岩村振興事務所  

電話︓0573-43-2111 FAX︓0573-43-0159 
メール︓iwamurashin@city.ena.lg.jp 

       

 

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 10 月 1 日発行 №12８ 
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ＣＯＮＴＥＮＴＳ 

＊岩村町まちづくり懇談会が開催されました（P2） 
＊第 2 回岩村城跡清掃の御礼（P3） 
＊防災訓練を実施しました（P4） 
＊まちづくり活動事業補助⾦の助成団体を募集（P5） 
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神無月 

☆★☆特典☆★☆
その１ リエゾンに近い駐⾞場付
その２ WRC 記念品プレゼント

ボランティア内容 
リエゾン区間の交通整理・指導
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岩村町まちづくり懇談会が開催されました。 
８⽉ 31 ⽇（⽔）にまちづくり懇談会が開催されました。 
この懇談会は、地域の代表者からのまちづくりに関する意⾒や提案を市の施策、及び地域のまち

づくりに⽣かすことを⽬的に⾏われたものです。 
市からは⼩坂市⻑、⼤塩副市⻑、安藤まちづくり企画部⻑他５名が出席され、岩村町からは岩村

地域⾃治区運営協議会の⻄尾会⻑ほか役員３名と服部市議が出席されました。懇談会は現地視察と
懇談会の２部構成で⾏われ、現地視察では、岩村城跡の修繕個所と⼭城サミット岩村会場及びＦＩ
Ａ世界ラリー選⼿権（ＷＲＣ）でリエゾン会場となる本通りの２箇所を視察しました。 

懇談会は、岩村コミュニティセンターで開催され、協議会役員から岩村城跡の整備、中学校統合、
岩村コミュニティセンター改修、岩村のまちづくりの現
状や課題等について発⾔がありました。 

最後に⼩坂市⻑からは、⼭城サミットをきっかけに城
跡整備ができたのでステップアップにしてほしい。中学
校統合は⼦どもたち保護者にベストの回答を出してい
きたい。岩村コミュニティセンター改修は、検討会等を
設置し、公の場で検討していきたい。まちづくりの取り
組みについては、⽬標、イメージを共通化することが何
より⼤事。市企画部を活⽤して⼀緒に取り組んでほしい
等のコメントをいただきました。 

国道、県道、1 級河川に関する地域要望書を岐⾩県に提出しました。 

 9 ⽉ 12 ⽇（⽉）国道、県道、１級河川の地域要望を要望書にまとめ、岐⾩県に提出しました。 
恵那⼟⽊事務所からは⼋⽥所⻑以下 5 名が出席され、岩村地域⾃治区運営協議会からは⻄尾会

⻑、地元市議会議員として服部市議が出席されました。また⽔野県議会議員にも同席いただきまし
た。要望の内容は次の通りです。 
【岐⾩県への要望事項及び回答】 
① 国道 257 号線⼭上北信号から明知鉄道極楽駅⽅⾯への歩道整備 

回答）現状の歩道を活⽤するため、年度内中に第２新⽴踏切付近で横断歩道を設置する。 
② 国道 257 号線歩道内の除草対策 

回答）予算と調整しつつ前向きに実施 
③ 国道 363 号線丸河興業岩村⼯場から⼭岡町⾺場⼭⽥⽅⾯へ約 500 メートルの道路幅員改良 

回答）要望個所は２⾞線だが、県内には１⾞線の道
路もあり直近の対応は難しい。 

④ 国道 363 号線岩村町富⽥七区地内の道路側溝改良 
回答）現場確認を実施し判断する。 

⑤ 県道久保原阿⽊線飯⽻間４区地内の歩道改修整備 
回答）年度内中に整備する。 

⑥ 岩村町内の河川浚渫【岩村川（⽇の出、⼤通寺） 
⼀⾊川（⼤根洞〜⼀⾊）富⽥川（７区〜８区）】 
回答）現状では河川断⾯が確保されていることか
ら、直近の対応は⾏わない。                

横断歩道を設置（第２新⽴踏切付近）
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第 2 回岩村城跡清掃の御礼  
     

９⽉１０⽇（⼟）に第 2 回岩村城跡清掃が⾏われました。良い天気の中の作業となり、岩⾢中
学校の⽣徒をはじめ、120 名以上の有志が参加され、岩村城跡、岩村歴史資料館周辺、飯⽻間城
跡周辺を清掃していただきありがとうございました。 

10 ⽉の城⼭サミットに向け⾮常に美しい状態になりました。 

 
10 ⽉ 22 ⽇（⼟）・23 ⽇（⽇）には、いよいよ第２９回全国城⼭サミット恵那⼤会が⾏わ

れ、岩村会場は２３⽇（⽇）に開催されますので、みなさまぜひご来場ください。 

岩村デマンド交通「よやくる号」の予約電話番号等の変更について   
現在、岩村町の移動⼿段については岩村デマンド交通「よやくる号」をご利⽤いただいており

ますが、市内のデマンド交通を総合的に提供できる環境を整え、さらなる利便性の⾼いサービス
提供を⽬指します。 
 このため、従来通りのサービスを提供しながら、下記のとおり予約の電話番号等を変更させて
いただきます。引き続き、岩村デマンド交通「よやくる号」をご利⽤いただきますようお願いし
ます。             記 
                    変更⽇ 10 ⽉ 1 ⽇（⼟） 

変更前             変更後 
   43-2165            54-2010 
   豊タクシー             恵那交通コンシェルジュ 
  

第 36 回 いわむら城址薪能開催 幽⽞の世界へ誘います。 

10 ⽉ 29 ⽇（⼟）午後 5 時 岩⾢⼩学校体育館 
いわむら城址薪能が 3 年ぶりに開催されます。 

みなさん、ぜひご来場ください。  
薪能はこちらをチェック︕➡ 

 

    ＜六段壁＞         ＜高いところもむしります＞    ＜飯羽間城も清掃しました＞ 
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防災訓練を実施しました 

９⽉４⽇（⽇）に防災訓練が実施され約１,５００⼈の⽅が訓練に参加されました。 
⾃治会では消⽕栓訓練やハザードマップで危険個

所や避難経路を学ぶ図上訓練が⾏われ地図を指さし
危険区域などを共有していました。 

本通りでは、消防署職員の指導のもと、消防少年隊
による放⽔訓練などが⾏われました。⼩学校では消⽕
器の取り扱いや消防⾞の⾒学、中学校はロープワー
ク・⼟のう作りとより実践的な訓練が⾏われました。 

岩村コミュニティセンターでは、⾃主防災隊による
避難所作成や⽇⾚奉仕団岩村⽀部による炊き出し訓
練が⾏われ、避難所設置ではダンボールパーテーショ
ンでプライベートに配慮した個室も作りました。⽇⾚奉仕団岩村⽀部では⼀つ⼀つの⼯程を確認し
ながら約２００⼈分の炊き出しを作りました。⾃主防災隊は他にも⾼齢者世帯への⽕災報知器設置
や家具転倒防⽌作業も併せて⾏いました。 

３年ぶりの⼤きな防災訓練ではありましたが、町内各地で消防団の皆さんや地域⾃治会・⾃主防
災組織の皆さんをはじめ⽇⾚奉仕団岩村分団など、たくさんの団体が参加してくださり内容の濃い
訓練を⾏うことができました。 

これを機に防災についてもう⼀度考えていただければと思います。 
 
 
 
 
 
         

住宅⽤⽕災報知器等配布モデル事業贈呈式が⾏われました 
 ９⽉２⽇（⾦）に岩村コミュニティセンターにおい
て住宅⽤⽕災報知器等配布モデル事業贈呈式が⾏わ
れました。この事業は総務省消防庁が実施する「住宅
防⽕・防災キャンペーン」（９⽉１⽇（⽊）〜２１⽇
（⽔）)のモデル地区に選定され送られたものです。 
 贈呈式では林消防⻑から⻄尾地域⾃治区運営協議
会⻑に⽬録が⼿渡され、⻄尾会⻑は「⽕災報知器がま
だ設置されていない住宅もあり特に⾼齢者世帯には
⾮常に役⽴つ」と謝辞を述べました。 

送られた⽕災報知器１００個、消⽕器２５本、防災
⽤⽑布２５枚は主に⾼齢者を中⼼に配布されます。 

＜図上訓練の様子＞ ＜たくさんの方々にご参加いただきました＞

＜少年消防隊の放水訓練＞

＜消防士・消防団と記念撮影＞
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令和５年度地域のまちづくり活動事業補助金の助成団体を募集 
 

岩村町では、「訪れたいまち」「住み続けたいまち」「笑顔あふれるまち」を基本理念にまち
づくりを進めています。 

この理念に基づくまちづくり活動（ソフト事業）に対して、最⼤50万円までの助成をします。 
皆様のアイデアあふれるまちづくり活動を⽀援する事業ですので、この機に応募してください。 
（例）空き家の活⽤、特産品開発、健康づくり、伝統⽂化の継承など。 
 
■応募⽅法︓所定の申請⽤紙に必要事項を記⼊し、11⽉15⽇（⽕）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 
■審査⽅法︓岩村地域⾃治区運営協議会で⼀次審査を⾏い、その後市の最終審査を経て決定とな

ります。 
■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 

中学 2 年⽣陸上 100ｍ東海⼤会出場 ⾜⽴陸⽃選⼿ 
 7⽉２４⽇（⽇）に岐⾩メモリアルセンターにおいて
開催された岐⾩県中学校総合体育⼤会陸上競技⼤会の
100ｍ⾛に岩⾢中学校2年⽣の⾜⽴陸翔(りくと)さんが
出場され、⾃⼰ベストである11秒80の記録で6位に⼊
賞。東海⼤会の切符を⼿にしました。 
 8⽉８⽇（⽉）に場所は同じく岐⾩メモリアルセンタ
ーにおいて開催された東海中学校総合体育⼤会陸上競
技⼤会の100ｍ⾛に出場。惜しくも決勝には残れません
でしたが、東海⼤会出場という記録を残しました。今後
の成績に注⽬していきたいですね。 

☆県⼤会出場☆  岩⾢⼩学⽣ジュニアバレーボールクラブ 
９⽉４⽇（⽇）瑞浪南中学校で開催された第４１回読売

旗争奪岐⾩県⼩学⽣バレーボール⼤会東濃予選会におい
て勝ち上がり、６⽉の第４２回全⽇本⼩学⽣バレーボー
ル⼤会（⼤垣市総合体育館）に続き、本年度２回⽬の県⼤
会出場を決めました。 
県⼤会は１０⽉１６⽇（⽇）下呂市で開催されます。 

☆バレーをやってみたい⼈、⼀度遊びに来てください。
活動⽇︓⽊曜⽇１８︓３０〜２０︓３０  

 ⽇曜⽇ ９︓００〜１２︓００ 
場 所︓岩⾢中学校体育館    
連絡先︓⾜⽴修⼀ 携帯 ０９０－８９５５－０２７１ 
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＜岐阜県大会の様子、右側が足立さん＞ 

＜一緒にバレーボールやりませんか？＞ 



   
🐤🐤🐤 岩村こども園 🐤🐤🐤 

季節は秋。朝⼣の涼しい⾵にほっと⼀息ですね。 
9 ⽉の敬⽼の⽇に向けて、いつもお世話になっているおじいちゃんやおばあちゃんにプレゼン

トを作り渡すことが出来ました。折り紙の柿やコスモスを貼った置物、肩たたき棒や、「わかが
える」と書いたカエルの飾りもかわいかったね。気持ちを込めたプレゼントは、おじいちゃん、
おばあちゃんにきっと喜んで貰えたと思います。早くコロナが収まって岩村こども園に遊びに来
てほしいですね。さて、１０⽉には運動会︕今年は年次合同の運動会を３年ぶりに開催します。 

年⻑さんは、こども園最後の運動会「こんなことがやりたい」「こんな所をお家の⼈に⾒て貰
いたい」など来年度から施⾏される「こども基本法」を⾒据え、こどもを真ん中においての話し
合いも進んでいます。スローガンは「みんないっしょに よしやるぞ︕」地域の皆さんも岩村こ
ども園のこども達への応援をお願いします。  岩村こども園⻑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

★ 岩 ⾢ ⼩ 学 校 ★「防災教室」 

９⽉４⽇(⽇)、各地域での防災訓練の後、岩⾢⼩学校で防災教室を⾏いました。昨年度、⼀昨年
度はコロナ禍で実施できなかったため、３年ぶりの開催となりました。今年度は、教室でのシェイ
クアウト訓練、⽔消⽕器訓練、消防⾞・多⽬的消防⾞の⾒学の三本⽴てで実施しました。ＰＴＡ厚
⽣委員会の皆さんに企画していただき、消防団の⽅々のご協⼒のお蔭で充実した内容となりまし
た。ありがとうございました。 

 
 
 
 
 
 
 
⽔消⽕器訓練では、消防団の皆さんを講師に、初期消⽕の⼤切さや消⽕器について教えていただ

いた後、１〜６年の縦割りのふれあいグループごとで⽔消⽕器を扱いました。⼦どもたちは、真剣
な表情で⽕に⾒⽴てた⾚いコーンを⽬がけて放⽔していました。消防⾞と多⽬的消防⾞の⾒学で
は、ホースや消防服の他、⼈を救助するために使うチェンソーや⼤きなペンチのような道具なども
⾒せていただきました。初めて⾒る珍しい機材に興味津々の⼦どもたちでした。また、実際に、消
防⾞に乗せていただいたり消防服を着せていただいたりして⼤喜びでした。 

どれも、⼦どもたちにとって防災意識を⾼めるよい体験となりました。また、岩村振興事務所と
恵那市から防災⾷を寄付していただきました。ありがとうございました。防災⾷を２⾷ずつ持ち帰
ったので、各家庭でも防災について話題にしていただけたことと思います。 岩⾢⼩教頭 

＜水消火器で訓練＞ ＜消防車に乗りました＞ ＜初めて見る機材＞ ＜耐火服も体験＞ 

プレゼントができました〜 
おじいちゃんおばあちゃんは 
とても喜んでくれたよ 

中部⼤学の先⽣に楽しい遊
びを教えてもらったね 
（年⻑組） 
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○●○ 岩 ⾢ 中 学 校 ○●○ 

「防災学習」 “もしも” と “まさか” に備えて 
９⽉４⽇（⽇）、２年ぶりに防災学習を⾏いました。⾃衛隊恵那

地域事務所から３名の講師の⽅にお越しいただき、「応急担架作
り」「ロープワーク」「⼟のう作り」を全校⽣徒が体験しました。 

体験の前に、鈴⽊所⻑様より災害時の⼈命救助、様々な被災地
⽀援の具体的な事例について説明していただきました。特に、平
成２６年に起きた御嶽⼭噴⽕の救助活動では、災害現場の過酷さ
と、何としても命を救いたいという隊員の⽅の思いが伝わってき
ました。 

３種類の体験は、実際にやってみると難しかったのですが、お互いに協⼒してできるようにな
ると満⾜感、充実感がありました。この体験を通して、⼈のために⾃分たちができることは何か
をあらためて考えることができました。 岩⾢中教頭 

 

🌼🌼🌼 恵 那 特 別 ⽀ 援 学 校  🌼🌼🌼 

校庭にあるひまわりが⼤きく花開きました。今年度の春、⼩学部
の児童みんなで種を植え、まだ芽が出ていないころから毎⽇⽔をあ
げて育ててきました。そのひまわりが今では児童みんなの⾝⻑を超
えてとても⼤きくなり、素敵な花を咲かせました。その様⼦を⾒た
児童からは「⼤きい︕」「咲いたね︕」といった声や、⼤切に育て
てきたひまわりの花が咲いたことを喜ぶ姿が⾒られました。 

夏休みが明けて、８⽉ 31 ⽇（⽔）から９⽉９⽇（⾦）までの期
間に校内にて 1 学期及び夏休み作品展を⾏いました。 

１学期や夏休み期間に制作した作品を全校の児童⽣徒に向けて
展⽰しました。仲間の作品を「○○さんの作品だ︕」と⾒たり、仲
間に⾃分の作品を紹介したりして、⾃分や仲間の活動を認め合うこ
とができました。      教務部・広報担当 
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＜応急担架作り＞ 

＜土のう作り＞ 

＜ロープワーク＞

＜夏休みの作品展＞ ＜ひまわりに水をあげています＞ 

＜ひまわりがおおきくなりました＞ 



              
恵那市放課後⼦ども教室 いわっこクラブ 

   
 9 ⽉のいわっこクラブでは、講師のいたやさとし先⽣に教えていただいて、「みんなでえのぐで
あそぼう」をしました。 

いろいろな形に切った⼤中⼩の画⽤紙を選び、それに⼦どもたちの⾝近にある物(⾷品トレイを
切ったもの、⽜乳パック、ペットボトルのふた、⽊の実の殻やまつぼっくり、ダンボール、⽷、ビ
ー⽟等)を使って作りました。 

はじめは絵の具を使って絵を描くと思っていた⼦どもたちでしたが、いたや先⽣が、⼦どもたち
の前で、⾃由に絵の具を使い始め、紙の上に⽔をたらしたりスポンジで線を引いたり、ダンボール
をくるくる巻いてポンポンスタンプをする姿を⾒て「本当に遊んでる︕」とやることを理解する
と、興味津々でした。 

はじめは絵の具に触るのを躊躇する⼦もいましたが、やり始めると絵の具まみれになりながら
時間ギリギリまでおもいっきり遊び、最後には題名をつけ、世界⼀素敵な⾃分だけの作品ができま
した。おうちで、額などに⼊れて飾りたい作品ですね。 （校区コーディネーター ⼤嶋、太⽥）
 

 

 

 

 

 

 

 

 

恵那市社会福祉協議会岩村⽀部から１０⽉のお知らせ 

◎ 健康トレーニング（⼀回５００円） 予約不要                 
１０⽉１２⽇(⽔) 午後 1 時半〜午後 3 時 
１０⽉２６⽇(⽔) 午後 1 時半〜午後 3 時 

◎ 「親⼦遊びの場」開設              
１０⽉１１⽇(⽕) 午前 10 時半〜午前 11 時半  
１０⽉２５⽇(⽕) 午前 10 時半〜午前 11 時半 

◎ いっしょにいこまい会 （会費４00 円） 
１０⽉２１⽇（⾦） 午前 10 時半〜午前 11 時半       

     買い物マルシェ （福祉センター内で買い物です） 
お⾷事も⽤意しています    
出店は、「モグハウスエンジェル」さんと 

「ひとつばたご」さんです 
 
第４回ふれあいサロン交流会は今年度は中⽌とさせていただきます。 

※ 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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【素敵な作品のできあがり】 【好きな絵の具、⾝の回りの物でペタペタ】 

いこまい会 ココロあすなろ治療院の 

先⽣による健康講座の様⼦ 

みなさま 

福祉センターへ

お越しください



恵那市観光協会岩村⽀部からのお知らせ 
岩村城六段壁の電信柱がなくなりました

9 ⽉ 10 ⽇（⼟）「岩村⼭城体験 
ツアー」が⾏われ、市内（町外）7 
名、市外 1 名、県外 1 名の⽅が城⼭ 
⼀⻫清掃に参加されました。みなさ 
まや町外の⽅のご協⼒も得て岩村城 
もきれいになり⼭城サミットへ向け 
ての弾みがつきました。 

また、9 ⽉ 6 ⽇（⽕）には岩村城六段壁の下にあった電信柱を含め
た 3 本を撤去し、景観が改良されました。 

9 ⽉〜11 ⽉の展⽰会の予定（町屋「⼟佐屋」にて） 
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 
11 ⽉ 4 ⽇（⾦）〜15 ⽇（⽕） 國領浄美ドライフラワーで描く「源⽒物語」 

⼟佐屋 開館時間 10︓00 〜 16︓00（休館⽇ ⽔曜⽇） 

企画展「岩村城雑学録」の みどころ 
岩村歴史資料館で企画展「岩村城雑学録・⼀ノ巻」を開催し

ています。今回の展⽰は、岩村城を⼀つのテーマで深掘りする
のではなく、城にまつわる七つのトピックを資料館収蔵資料に
よって紹介しました。 
 「⾼野⼭と結縁を結ぶ」では、苗⽊遠⼭史料館と明智町の⽅
から３点の⽂書をお借りし、あまり知られていない戦国時代の
遠⼭⽒の⾼野⼭信仰を紹介しています。これらを⼀度に並べる
のは今回が初めてです。このうち、明知陣屋「御役所⽇記」の⼝
上覚（こうじょうおぼえ）には、遠⼭⽒が⾼野⼭の常慶院（じょうけいいん）と師壇（しだん）関

係を結んだいきさつが書かれています。⽇記には⼝上覚に続けて、
遠⼭岩村⽒関係の位牌帳の写が収録されています。展⽰の後半では
この部分を展⽰する予定です。 
 「⼤坂の中⼼から岩村を思う」では、天保６年（1835）に岩村藩
の儒学者⽥辺恕亭（じょてい）が⼤坂城で描いた「岩村城真景図」
を展⽰しました。江⼾時代末期の殿町や藩主邸の景観を知る上でた
いへん重要な資料です。本画は、市外の⽅が所有しておられました
が、このほどご厚意により市に寄贈していただき、歴史資料館に収
蔵することになったものです。恵那市合併後初めての公開となりま
す。「神社の節⽬はお城の節⽬」では、⼋幡神社と武並神社の棟札を
久しぶりに並べてみました。このほかの四つのトピックで展⽰した
⽂書も、いずれも今回が初公開です。 

12⽉18⽇(⽇)まで開催しています。ぜひご覧ください。 
              チラシはこちらのQRコードから確認ができます。 ➡ ＜企画展のチラシ＞ 

＜岩村城雑学録展示風景＞

＜体験ツアーの様子＞
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＜電信柱撤去後の六段壁＞ 



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  
 

 
             

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「こんな本が読んでみたい」など図書購⼊の希望のある⽅は、図書名、作者名を岩村コミュニティセンター  
までご連絡下さい。【希望に添えない場合もあります】  コミセン主事 ☎43-3722 

 

主な 10 ⽉岩村コミュニティセンター使⽤予定
10 ⽉ ６⽇(⽊) 乳幼児学級「いわむら」 
10 ⽉１４⽇(⾦) 無料法律相談 
10 ⽉１５⽇(⼟) ことぶき結婚相談所 
10 ⽉３１⽇(⽉) のびっこクラブ

9 ⽉12 ⽇（⽉）に野菜ハンコアートを作りました。 
⼈参、⼤根、ピーマン、ジャガイモ、オクラ、思いつくままの野菜をハンコ 

にして⽩い紙に描きます。⼦どもなりに絵の具の⾊にこ 
だわり、完成までなかなか進みません。次第にエスカレートして⼿型、⾜型に 
なり顔や服までがカラフルになりました。 
それぞれが作った絵をラミネート処理して素敵な作品ができました。 

9 ⽉1 ⽇（⽊）健康をテーマに健幸推進課の栄養⼠さん、⻭科衛⽣⼠さんを招きお話を伺いました。
お⺟さん⽅からは様々な不安があり、熱⼼に質問が寄せられました。成⻑に⽋かせない栄養は、朝の
⾷事から始まるので毎⽇の⾷事習慣が⼤切。⾷べ易く飲み込み易い内容のメニューや、過剰な⽢い物

の摂取は⾷欲が出ない体の仕組みも学びました。⻭磨きの⽅法は、実際の体験
から悩みは多く、⻭が⽣えそろわないこどもの年齢から⾍⻭にしない為の⻭磨
き⽅法や、⻭磨き剤は︖眠ってしまった時にはどうしたらいいの︖など話が盛
り上がり、中⾝の濃いお話しとなりました。 

乳幼児学級いわむら 9 月の活動報告 

のびっこクラブの活動 

・彼⼥が知らない隣⼈たち  あさのあつこ  ・あたしとひぐっちゃんの探偵⽇記（児童書）
・くるまの娘        宇佐美 りん  ・ふまんがあります  ヨシタケシンスケ 
・信仰           村⽥ 紗耶⾹ 
・掬えば⼿には       瀬尾 まいこ 
・夜に星を放つ（直⽊賞受賞）窪 美澄 
・禁断の中国史       百⽥ 尚樹 
・善⼈たち         遠藤 周作 
・この世の真実が⾒えてくる  井上ひさし 
・空にピース        藤岡 陽⼦ 
・しゅつどう︕しょうぼうたい （絵本） 

今
月
の
新
刊
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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８⽉分実績  

 

 
 
 

【NPO 法⼈いわむら⼀斎塾】

我
わ

が軀
み

は、父母
ふ ぼ

全
まっと

うして之
こ

れを生
う

む。当
ま さ

に全
まっと

うして之
こ れ

を帰
か え

すべし。臨歿
り ん ぼ つ

の時
と き

は、他
た

念
ねん

有
あ

ること莫
なか

れ。唯
た

だ君父
く ん ぷ

の大恩
だいおん

を謝
し ゃ

して瞑
めい

せんのみ。是
こ

れ之
こ

れを

終
おわり

を全
まっと

うすと謂
い

う。（言志耋録３４０条） 
⾃分の⾝体は⽗⺟が⽣んでくれたものである。⽗⺟へ感謝し、⼀⽣を終える。 
これが⼈⽣を全うするということだ。 
⼀斎先⽣は、安永元（１７７２）年１０⽉２０⽇に⽣まれました。そして今年は⽣誕２５０年。

１０⽉２９⽇には、銅像前で⾔志祭を⾏います。⽇々⼀斎先⽣の⾔葉を味わいながら、⼈⽣をしっ
かりと歩んでいきたいものです。 
佐藤⼀斎⽣誕２５０年記念 第２６回⾔志祭〜佐藤⼀斎まつり〜  
 ・期⽇ 令和４年１０⽉２９⽇（⼟）・顕彰祭 １０︓００〜１１︓００  
    会場 佐藤⼀斎銅像前（⾬天…岩村コミュニティセンター）  
 次第 顕彰のことば、⼀斎翁を称える、岩⾢⼩学校６年⽣による「⾔志四録」群読  
 ・記念講演会 １３︓３０〜１５︓００ 会場 岩村コミュニティセンター⼤ホール  
 演題 「⽇本の⽂化を⽀えてきた佐藤⼀斎⾔志四録」講師 神渡良平⽒（作家）  
郷⼟の偉⼤な先⼈の⽣誕記念を皆様といっしょに祝福したいと思います。ぜひお出かけ下さい。

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９⽉ 1 ⽇現在の⼈⼝・世帯表     
 今⽉ 先⽉ 昨年同⽉ 

総数 4,673 ⼈ （0） 〈▲65〉

男性 2,276 ⼈ （2） 〈▲21〉

⼥性 2,397 ⼈ （▲2） 〈▲44〉

世帯 1,879 世帯 （2） 〈▲10〉
（ ）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    1,980kg（1,650kg） 
雑誌       1,190kg （980kg） 
新聞紙･チラシ  1,910kg（1,300kg） 
雑がみ       660kg （390kg） 
アルミ⽸       194kg （150kg） 
合計      5,934kg（4,470kg） 

       ※( )内は 7 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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