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TOYOTA GAZOO Racing の勝⽥貴元選⼿は⺟国開催となるラリージャパンに
おいて 3 位表彰台を獲得しました。おめでとうございます︕︕︕ 
 
 

 
 
 

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 12 月 1 日発行 №130 
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ＣＯＮＴＥＮＴＳ 

＊2022 世界ラリー選⼿権（WRC）開催お礼（P2） 
＊いわむら城跡薪能が開催されました（P3） 
＊いわむら城下おかげまつり御礼と協賛⾦のご報告（P3） 
＊第２６回⾔志祭〜佐藤⼀斎まつりが⾏われました（P4） 
＊⼩学校の⼟曜⽇授業「いわむら五っこ」（P4） 
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師走 

１１⽉１３⽇（⽇）にラリーカーが岩村を駆け抜けました



「フォーラムエイト・ラリージャパン 2022」岩村リエゾンに 
ご協⼒いただき本当にありがとうございました 

１１⽉１３⽇（⽇）に開催されました「フォーラムエイト・ラリージャパン 2022」岩村リエゾ
ンにつきまして、多くの観戦者にお越しいただきました。  
 町内の皆様には、交通規制等によりご迷惑をお掛けしましたが、ご理解ご協⼒いただきありがと
うございました。  
 ボランティアとして参加いただいた皆様には、前⽇の準備、当⽇は早朝より従事いただき、午後
からはあいにくの⾬となりましたが、最後までご協⼒いただきありがとうございました。 

特に⼼配していた交通渋滞による競技キャンセルがなく無事岩村リエゾンを通過できたこと、岩
村町のサポートが⼤変すばらしいと国内外の多くのメディアに取り上げられたことは、皆様のご協
⼒のおかげであり、⼼より感謝しお礼申し上げます。  
                            岩村町 WRC 実⾏委員会⼀同 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

まちなかこども作品展のお知らせ 
 １０⽉２９⽇（⼟）から１１⽉１４⽇（⽉）にかけ、勝川家と勝川哲男様宅で、まちなか⼦ども
作品展が開催されました。今年は期間内に世界ラリー選⼿権（WRC）が⾏われたこともあり、たく
さんの⽅々に⾒ていただけました。⼀部でありますが作品を掲載させていただきます。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

＜一色地内でタイヤ交換を行う風景もみられました＞ ＜車中泊で観戦の方々もおられました＞ 

＜岩村警部交番の交差点では警察官の方に誘導していただきました＞ 
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いわむら城址薪能が開催されました 
１０⽉２９⽇（⼟）に第 36 回いわむら城址薪能が岩⾢⼩学校体育館において開催されました。

この薪能はコロナ禍により 3 年ぶりの開催となりました。  
例年は 8 ⽉下旬に開催していたものを、今年は全国⼭城サミット恵那⼤会の協賛イベントとし

て、前週の⼭城サミットの余韻が残るなか、岩⾢⼩学校体育館⾏われました。  
 ライトアップや⽼松の看板を背景にするなどして荘厳で神秘的な世界を演出。仕舞「⽻⾐（は
ごろも）」の他、狂⾔「雷」や能「巴（ともえ）」などが上演されました。 

少し肌寒くなった時期の開催でしたが、多くの⽅のご来場ありがとうございました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

いわむら城下おかげまつり お礼と協賛⾦のご報告 
10 ⽉ 23 ⽇(⽇)に開催した「いわむら城下おかげまつり」は皆様のご理解とご協

⼒により、無事に終了することができました。厚くお礼申し上げます。 
また、多くの皆様からご協賛を頂きました。温かいご⽀援、⼼よりお礼申し上げ

ます。 
協賛⾦について、下記のとおりご報告させて頂きます。 
 
協賛⾦ 24 件 92,000 円 
株式会社オザキ、⼭上哲司、(有)松浦軒本店、エコノ中垣、およねさんの店、喫茶ラベンダー、

清楽寺、⼭村ガラス、安藤⽣花店、伊藤電気、エコー⾐料品店、加藤直義、京屋家具店、スポーツ
ショップニシオ、服部真由美、藤井輝彦、藤時屋、⽔野勝⼦、⽔野美奈⼦、やすだや洋品店、グリ
ーンハーブ、⻄尾和洋、きままや、岩村コミュニティセンター職員⼀同(敬称略) 

いわむら城下おかげまつり実⾏委員会 委員⻑ 野々村暢芳
-3- 



佐藤⼀斎⽣誕 250 年記念
第２６回⾔志祭〜佐藤⼀斎まつり が⾏われました 

10 ⽉ 29 ⽇（⼟）に、佐藤⼀斎⽣誕 250 年第 26 回 ⾔志祭〜佐藤⼀斎まつり〜が晴天の中、多
くの来賓をお迎えして盛⼤に開催されました。 

午前中は佐藤⼀斎翁銅像前で顕彰祭が⾏われ、⾔志四録群読では、
岩⾢⼩学校 6 年⽣による発表があ
り、⾔志四録から学んだことを⾃分
の⽣活や夢に当てはめ群読をしま
した。午後からは、神渡良平先⽣が、
「⽇本の⽂化を⽀えてきた佐藤⼀
斎⾔志四録」を演題に講演され出席された⽅は熱⼼に講聴されてい
ました。 

岩⾢⼩学校の⼟曜授業『いわむら五っこ』 
 １０⽉２９⽇（⼟）に、岩⾢⼩学校の⼟曜授業が⾏われ、岩村体験プログラム実⾏委員会（いわ
むら五っこ）の皆さんのご協⼒のもと、１年⽣はからすみ団⼦づくり、２年⽣は絵⼿紙、３年⽣は
モザイクタイル⼯作、４・５年⽣は９つのプログラムの中から選んで、モノづくり体験をしました。
参加した児童からは素敵な笑顔がみられました。この体験を活かしてくださいね。 
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＜２年生絵手紙＞ ＜１年生からすみ団子づくり＞ 

＜紙のステンドグラス＞ 

＜3 年生モザイクタイル工作＞ 

＜250 種類の柄から選ぶｷｰﾎﾙﾀﾞｰ作り＞＜ドライフラワーでお花畑づくり＞ 

＜木に触れて遊ぶ＞ ＜ヌメ革で作るレザークラフト体験＞ ＜トントングルグルストリングアート＞ 

＜群読をする６年生＞

＜佐藤一斎翁銅像＞ 



⼋⽇ゑびす 
 

新春 1 ⽉８⽇（⽇）は、⻑い伝統と歴史のある「⼋⽇ゑびすまつり」が⻄町庚申堂で⾏われます。
今回は３年ぶりに深夜の神事を再開する予定です。新春の福は岩村で︕ 
  

１．深夜の神事を再開します。 
     〇午前 0 時から神事 
     〇午前 1 時〜 ・・・・参拝及び御神符の頒布 

 ２．恒例の福引き抽選を再開します。（豪華景品あり） 
   
 ３．新型コロナの感染状況により予定が⼤幅に変更となる可能性もあります。 

参拝の際はマスク着⽤をお願いします。 
 

                恵⽐須祭社務所 ⻄町１丁⽬組 
 

マイナンバーカードの申請受付中です 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

いわむら昔ばなし余話 〜絵から抜け出した⾺〜 

以前は⼋幡神社に掛けられていて、今は歴史資料館にあります。何も描いてない⼀枚の板に⾒え
る絵⾺にはこんな話が伝わっています。 

昔、狩野元信という有名な絵師がいました。室町幕府の⾜利将軍家の御抱（おかかえ）絵師であ
りましたが、岩村の殿様もいろいろと⼿を尽くして絵⾺を描いてもらいました。元信もその期待に

応えて⼀⽣懸命に描きました。ところが、あまりに上⼿な絵であっ
たので、夜な夜な、⾺が絵から抜け出して⻨畑の⻨を⾷べてしまい
ます。そこで、⼈々は絵⾺の中に杭を描き加えて、さらに⾺の⼿綱
をその杭に結び付けるように描きました。しかし、それでも夜にな
ると⾺は絵から⾶び出して⻨畑を荒らしました。 

⼈々は困り果てて、今度は絵⾺の⾺を砂で擦って消してしまい
ました。すると、それからはもう⻨を⾷べられることもなくなった
そうです。 
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🐤🐤🐤 岩村こども園 🐤🐤🐤 みんなで秋を楽しんでいます 

10 ⽉ 28 ⽇（⾦）︓今年も富⽥の服部さんの畑で育てて貰ったサツマイモ
掘りを楽しみました。「きんとき」と「べにはるか」と名のついた⼤きなお
芋を⼟の中から引っぱり出し、⼤喜びの⼦ども
たち。家で、てんぷらや芋ご飯を作ってもらっ
た⼦もいたね。園では 11 ⽉ 16 ⽇、４つの煙
突を⽴て、焼き芋⼤会を楽しみました。 

11 ⽉４⽇（⾦）︓秋晴れの中、年⻑児は親⼦
で明智の森への遠⾜を楽しみました。なかなか
乗る機会のない明知鉄道に揺られて明智駅に到
着。明智の森に向かう道中、クラス役員さんが考えて下さった「秋⾒つけゲーム」が楽しかった

ね。何より嬉しいお弁当タイムの後は、紅葉
した秋の中で、園にはない⼤型の遊具でいっ
ぱい遊んだよ。帰りの⾞内では疲れて少々眠
たそうな⼦もいたけど、お⽗さんお⺟さんと
の楽しい⼀⽇となりました。 

岩村こども園⻑ 

★ 岩 ⾢ ⼩ 学 校 ★ ⾔志祭・岩村体験プログラム 
１０⽉２９⽇（⼟）に全校児童が「⾔志祭」「岩村体験プログラム」に参

加しました。この⾏事は、学校運営協議会や地域学校協働活動本部の皆様を
はじめ、いわむら⼀斎塾、いわむら体験プログラム実⾏委員会、地域の講師
の皆様など、多くの⽅に⽀えていただき、今年も実施することができまし
た。計画から準備、当⽇のご指導など、本当にありがとうございました。 

今年の⾔志祭は、佐藤⼀斎先⽣、⽣誕⼆百五⼗年記念という節⽬の年にあ
たり、例年以上に盛⼤で厳粛な雰囲気の中で⾏われました。６年⽣は、⾔志
四録の群読の発表という貴重な体験をさせていただくことができました。 

１〜５年⽣の岩村体験プログラムでは、学年に応じた様々なプログラムに
挑戦し、どの⼦も興味をもって楽しく活動することができました。１〜３年
⽣は、学校に講師の先⽣をお招きし、１年⽣はからすみ作り、２年⽣は絵⼿
紙、３年⽣はモザイクタイル⼯作に取り組みました。４，５年⽣は、レザー
クラフトや紙のステンドグラス、かんなくずリースなど、９つのコースから
選択しました。今年は初の試みで、⼦どもたちがコースごとに岩村の町に出
かけていき、町屋などの会場で体験してきました。体験後には、お世話にな
った講師の先⽣⽅へお礼の気持ちを込めて、⾔志四録の暗唱や踊りなどを発
表しました。⼦どもたちが⽇頃から学校で取り組んでいることを、地域の⽅
へ発信する「伝える」よい機会にもなりました。岩⾢⼩学校 教頭 

 
 
 
 

 

＜紙のステンドグラス＞ 
（４．５年） 

＜6 年生の言志祭＞

＜２年生絵手紙＞ ＜石けんのデコパージュ＞ 

＜モザイクタイル工作＞ 
（3 年生） 
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＜１年生からすみ作り＞ 

＜おおきな芋だよ～＞

＜親子遠足の様子です＞ 



 
○●○ 岩 ⾢ 中 学 校 ○●○ 

「職場体験学習」
 

今年度は、３年ぶりに職場体験学習を実施することができまし
た。２年⽣４７名が２⽇間、１６カ所の事業所に分かれ、教育、福
祉、製造業、接客業、販売業、⼯業、農業等、多様な職種の中から
興味のある事業所を選択し、体験させていただきました。また、職
業学習としてハローワーク恵那の⽅による職業講話、⼤⼿企業から
のリモート職業講話、建設協同組合の⽅による講話と体験も実施で
きました。 

こうした取組みの中で、真⾯⽬に仕事に取り組む姿、笑顔で⼈と
接する姿を褒めていただくとともに、⼤きな声でハキハキと応対す
ることや、わからないことを進んで質問することなど、恥ずかしさ
に負けないで⾃分から取り組む姿勢を⼤切にできるとよい、とご指
導いただきました。将来に向かって今からできることを考え、⾏動
に移せるよう努⼒していきます。 

お世話になりました事業所の皆様、講師の皆様⽅には、⼤変お忙
しい中⽣徒たちのために丁寧にご指導いただきました。ありがとう
ございました。   岩⾢中学校教頭 

 

🌼🌼🌼 恵 那 特 別 ⽀ 援 学 校  🌼🌼🌼 

こんにちは︕恵那特別⽀援学校です。 
１１⽉３⽇（⽊）、４⽇（⾦）に当校の学校祭である『知

新祭』を開催しました。「エンジョイ」のテーマのもと、す
べての学部がステージ発表を⾏いました。昨年度は保護者の
みの参観でしたが、今年度は児童⽣徒も同じ学部の仲間の発
表を直接⾒ることができて、互いの頑張りを認め合うことが
できました。また、中学部、⾼等部は保護者を対象にロック
ビレッジバザール（作業製品販売会）を⾏いました。⼀⽣懸
命作った作業製品を対⾯で販売することができ、⽣徒たちは嬉しそうな表情を浮かべていまし
た。これからも感染症対策を⾏いながらさまざまな活動を⾏っていきます。児童⽣徒の学習機会
確保のため、地域の皆様にもご理解とご協⼒をお願いいたします。  教務部・広報担当 
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＜高等部：打踊 ～DA DANCE ２０２２～＞ 

＜小学部：演奏戦隊 ライブマン＞

＜中学部：なかよく たすけあい めざせ！ 味噌職人☆＞



              
恵那市放課後⼦ども教室 いわっこクラブ 

   
 いわっこクラブでは、１１⽉７⽇（⽉）に「ネイチャーゲームと⾃分たちで刈り取った藁を使っ
て基地を作ろう︕」を⾏いました。秋⾊の落ち葉を使っての、じゃんけん遊びや落ち葉でトランプ
遊びをして、保護者当番の⽗⺟やスタッフまでも夢中で遊べま
した。お気に⼊りの葉っぱをラミネートの葉書に閉じ込め、聞
こえてくる⾔葉や感じる⾔葉をポエムのように書き留めて素敵
な秋の⼀枚が出来上がり、みんなで並べて鑑賞会もしました。 

後半は春に⽥植えをして、秋に刈り取りをした藁を使って、
⾃分たちの秘密基地作り︕７⼈ずつ２班に分かれて２基作りま
した。基礎になる⽊の周りに檜の枝を⽴てかけていき、サザン
カやイチジク、クロガネモチなどの季節の花や⾚い実を飾って
彩を添えました。 仕上げの藁を使って、床に敷いたり枕に⾒
⽴てたり、窓や壁にしたりどんどん思いが膨らんできました。
お客さんを迎えるためのおしゃれな⽬⽟のインターホンも考え
ていました。⼦ども達の発想の豊かさに感激です。校⻑先⽣も
⾒にきてくださり、ボルテージも最⾼潮。そして「みんなのい
え」（いつでもどうぞ）と「なんでもハウス」の２基が完成しま
した。校内放送で「みなさんも遊んでくださいね。でも⼤切に
してね」と伝えて⼩学校のみんなに遊びに来てもらいました。
⼦どもたちの感想より・・・ネイチャーゲームで葉っぱで遊んで、可愛いのが出来てよかったです。
・初めて⾃分で藁の家を作った。作っているときすごく楽しかった︕みんなが⼊れて嬉しかった︕
参加の⽗⺟より・・・⼩さいころを思い出した。⼦どもならではの発想が次々と出て⽴派な家が出
来たのでびっくりしました。         （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１２⽉のお知らせ 

ボランティアの皆さんにきれいにしていただきました。 
 
 
 
 
 
 
 
◎いっしょにいこまい会 （参加費 400 円） 

１２⽉ 1６⽇（⾦） 午前 10 時半〜午前 11 時半 「東洋⽻⽑さんによる良い睡眠のお話」
◎美容・健康トレーニング予約不要（⼀回５００円） 

１２⽉ ７⽇(⽔) 午後 1 時半〜午後 3 時 
１２⽉２１⽇(⽔) 午後 1 時半〜午後 3 時 

◎「親⼦遊びの場」の開設 午前 10 時半〜午前 11 時半 
１２⽉１３⽇（⽕）⽊の実リース作り・親⼦遊び・絵本 
１２⽉２０⽇（⽕）クリスマス会・親⼦遊び・絵本  令和 5 年 1 ⽉ 17 ⽇（⽕）内容未定

 
 

【「なんでもﾊｳｽ」窓、ｲﾝﾀｰﾎﾝ付き】

【「みんなのいえ」いつでもどうぞ】

みなさま 
福祉センターへ 
お越しください 

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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ひまわり会の皆さんによる 
福祉センターの草取り清掃活動の様子 

日赤奉仕団岩村分団の皆さんによる 
福祉センター・旧振興事務所の草取り清掃活動の様子 



恵那市観光協会岩村⽀部からのお知らせ 
イベント盛り沢⼭の秋でした。ご協⼒ありがとうございました。

3 年ぶりに開催された『秋祭り神輿渡御⾏列』を⽪切りに、町内では多数のイベントが⾏われま
した。多くの関連団体やボランティアスタッフのご協⼒、更に町内の皆様のご理解とご協⼒により、
訪れた⽅々の感動と笑顔を⾒ることが出来ました。他にも多くのイベントが⾏われました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

歴史再発⾒ vol.89 岩村城真景図 〜江⼾末期の貴重な⾵景画〜 
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。 
 天保６年（1935）に岩村藩の儒学者⽥辺恕亭（たなべじょてい）によ
って描かれたもので、「⼄未重陽在浪華城、以恩賜⻩⾦⽔写此砦、登⾼望
郷之意也」と⾃賛が付けられています。 
 ⼄未は天保６年の⼲⽀、浪華城は⼤坂城、⻩⾦⽔は現在は⾦明⽔と呼ば
れる⼤坂城本丸の井⼾、此砦は岩村城です。登⾼は、重陽の節句（旧暦９
⽉９⽇）に⼩⾼い⼭に登り菊酒を飲んで遊ぶという中国の⾵習です。意訳
すると「天保６年の重陽の節句は⼤坂城で迎えた。⻩⾦⽔の⽔を賜ったの
で、これを使って岩村城の絵を描き、望郷の思いを込めて登⾼をした」と
なります。この年、藩主松平乗美は⼤坂加番（⼤坂城の警備をする役職の
⼀つ。藩主⾃ら藩⼠を率いて勤務した。任期１年）となり、恕亭もこれに
従って⼤坂に赴任し、警備にあたる在坂藩⼠の教育に当たっていました。
重陽の節句を迎え、岩村城の城⼭を描いて飾り、これを⼭に⾒⽴てて、そ
の前で酒宴をしたのでしょう。 
 内容をみると、城⼭の描写は簡略で、櫓は３棟が描かれているのみですが、右下は左に多⾨櫓
があって⼀の⾨、左中は櫓の脇に屋敷の屋根が描かれており⼋幡曲輪の遠⾒櫓、上は本丸納⼾櫓
に特定できます。また納⼾櫓の左には⼟蔵が建ち並んでおり、朱印蔵や城⽶蔵などが置かれた⼆
の丸の様⼦を象徴的に描いています。曲輪ごとにその特質を描き分けているわけです。下半の殿
町（侍町）の描写も、道路や御厩（おうまや）・乗政寺・盛巌寺・桜稲荷などの位置が的確に描か
れています。 この時期の建物を描いた絵画は、このほかには追⿃狩図（おいとりがりず）（⽂化
11 年・1814）が知られている程度で、当時の景観を復元するうえで極めて貴重な資料です。12
⽉ 18 ⽇（⽇）まで歴史資料館で展⽰しています。 
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３年ぶりの秋祭り 
全国から多くのお客様が
みえた「⼭城サミット」 ３年ぶり開催の「薪能」

世界ラリー選⼿権 

お買い求めは
岩村町観光協会にて 
1,000 円（御城印付き） 

発売中 

岩村城・岩村城下町
ガイドハンドブックを 
リニューアルしました 



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。【ご希望に添えない場合もあります】  コミセン主事 ☎43-3722 

主な 12 ⽉岩村コミュニティセンター使⽤予定
12 ⽉ １⽇(⽊) 乳幼児学級いわむら クリスマス会 
12 ⽉ ９⽇(⾦) 無料法律相談 
12 ⽉１7 ⽇(⼟) ことぶき相談 

10 ⽉ 31 ⽇（⽉）お天気に恵まれ、10 組の親⼦総勢 24 名が参加してハロウィン🎃町内散歩を⾏い
ました。午前10 時に旧振興事務所を出発し、なまこ壁から本町通りへ出て町を歩きました。静かな街
並みにかわいいこども達のハロウィン姿で、町⾏く⽅が喜んで声をかけてくれます。Hyakkei（ひゃっ
けい）をお借りして⼀休みし、11 時過ぎに帰ってきました。⼦ども達はまだまだ遊び⾜りず、旧振興
事務所駐⾞場が遊び場になりました。Hyakkei を快くお貸しいただきありがとうございました。 

のびっこクラブの活動 

新刊のお知らせ 
漫画 ラーゲリー〈収容所から来た遺⾔〉（⽂春現代コミックス） 
漫画 ⽇本のいちばん⻑い⽇（上・下）（⽂春現代コミックス） 
夜の道標  芦沢央 
俺ではない炎上 浅倉秋成 
ハヤブサ消防団 池井⼾潤 
財布は踊る 原⽥ひ⾹ 
絵本アフガニスタンのひみつの学校 

ひよこはにげます 
えんどうまめおばあさんと 

そらまめおじいさんのいそがしいまいにち 
だいじだいじどーこだ︖ 
まいごのたまご 

  りんごごろごろ 
  ぶっぷーぱんやさん 

今

月

の

新

刊

※新型コロナウイルスの感染拡⼤の影響で 
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「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 

瀬戸石油店 
電話 43-2158 飯⽻間 2384 番地 4

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 



 
 

 

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 10 ⽉分実績  

 

 
 
 

【NPO 法⼈いわむら⼀斎塾】

 

学者
が く し ゃ

は 志
こころざし

大
だ い

にして、工夫
く ふ う

は則
すなわ

ち 

皆
みな

小
しょう

ならんことを要
よ う

す。（言志耋録二七条抜粋） 
 

１０⽉２９⽇に⾔志祭を⾏いました。岩⾢⼩学校６年⽣の児童が群読を披露し、⼀斎先⽣から学
び、今の⾃分に活かしていることを伝えました。群読の中で、⼦どもたちは次のように語っていま
す。「夢を叶えるために 今私たちにできる事 難しそうだと思っても 挑戦すること 失敗して
も もう⼀度やってみること 嫌だと⾔わず 楽しむこと 周りの⼈に⽬を向け いろいろな意
⾒に⽿を傾け ⼀⼈⼀⼈⾃分の可能性を信じること ⼩さな積み重ねを⼤事にすること 諦めな
い限り 夢には必ず近づく つらいことがあっても 夢を叶えるためには 粘り強く続けること 
努⼒することの⼤切さを学びました。」 

⼀つ⼀つの努⼒や経験が、⾃分が抱いた夢に近づいていきます。何歳になっても夢をもち続けて
いきたいものです。あなたの夢は何ですか︖ 
 

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１１⽉ 1 ⽇現在の⼈⼝・世帯表    
 今⽉ 先⽉ 昨年同⽉ 

総数 4,639 ⼈ （▲11） 〈▲88〉

男性 2,264 ⼈ （▲5） 〈▲30〉

⼥性 2,375 ⼈ （▲6） 〈▲58〉

世帯 1,867 世帯 （1） 〈▲12〉
（ ）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    2,010kg（1,700kg） 
雑誌       1,690kg（1,200kg） 
新聞紙･チラシ  1,830kg（1,510kg） 
雑がみ       690kg （740kg） 
アルミ⽸       150kg （187kg） 
合計      6,370kg（5,337kg） 

       ※( )内は 9 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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