
   

   

 

   

 

 

 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 

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５年１月１日発行 №131 

2023 

ＣＯＮＴＥＮＴＳ 

＊御船岐⾩恵那太陽光発電事業に関する協定について（P2） 
＊2022 年 岩村町のイベントをプレイバック（P2） 
＊「⼦ども嚶鳴フォーラム in 恵那」が開催されました（P3） 
＊岩村町獅⼦舞保存会が「第６９回全国⺠俗芸能⼤会」に出演︕（P4）
＊融雪剤 公共道路の凍結防⽌にご利⽤ください（P5） 
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睦月 

 昨年も、新型コロナに翻弄された年でしたが、全国⼭城サミット恵那⼤
会、世界ラリー選⼿権（WRC）、嚶鳴フォーラムなど⼤きなイベントが開
催されました。 

本年も感染対策に注意を払いながら岩村町を盛り上げていきましょう。
皆さまのご協⼒をお願いします。 

写真撮影 堀⾼久さん



御船岐⾩恵那太陽光発電事業に関する協定について 

平成 28 年、飯⽻間３区⼤平地内で計画されました太陽光発電所開発事業が、その後⼆転三転す
るなか⼤阪市の御船ホールディングス株式会社により「御船岐⾩恵那太陽光発電所」として、令和
５年春に着⼯する予定になりました。 

こうした中、恵那市では太陽光発電所周辺の環境や⾃然災害への懸念がある太陽光発電設備の設
置を防⽌するため、平成 30 年９⽉「太陽光発電設備設置に関する条例」を制定し、さまざまな意
⾒により令和３年６⽉には同条例の⼀部改正を⾏いました。 

岩村町では３区⾃治会を中⼼に４区⾃治会、観光協会岩村⽀部、⾃治連合会、地域⾃治区運営協
議会が約６年間に渡り、開発による災害防⽌、環境保全等を重点に協議を重ね 12 ⽉ 11 ⽇付けで
協定書が締結されました。建設⼯事期間は 18 ヶ⽉を予定、完成すれば事業⾯積 191,000 ㎡、事業
規模 11,000ｋｗと、発電出⼒は市内でも最⼤規模の太陽光発電施設となります。 
※着⼯時期、⼯事スケジュール、詳細図⾯は確定次第ホットいわむらだよりにてお知らせします。

2022 年 岩村町のイベントをプレイバック 

2022 年は世界ラリー選⼿権（WRC）、全国⼭城サミット、「銀河鉄道の⽗」映画ロケ、コロナウ
イルスの流⾏で２年間中⽌となった恒例イベントの再開等により、久しぶりに多くの観光客で賑わ
う活気のある１年となりました。 

・世界ラリー選⼿権リエゾンイベント 
・全国⼭城サミット恵那⼤会 
・「銀河鉄道の⽗」岩村町にて映画撮影 

（2023 年ゴールデンウイーク上映予定） 
・こども嚶鳴フォーラム in 恵那 
・楽市・ふくろうまつり×⼟曜夜店（３年ぶり開催） 
・ザ・縁⽇（３年ぶり開催） 
・いわむら秋祭り神輿渡御⾏列（３年ぶり開催） 
・薪能（３年ぶり開催） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 WRC については、2023 年は豊⽥市・恵那市が運営主体で開催されることが決定しました。 

皆さまには昨年同様ご⽀援、ご協⼒の程よろしくお願いします。
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「⼦ども嚶鳴フォーラム in 恵那」が開催されました 
11 ⽉ 19 ⽇（⼟）恵那⽂化センターにおいて「⼦ど

も嚶鳴フォーラム in 恵那」が開催され、恵那市をはじ
め、揖斐郡⼤野町、愛知県東海市、岩⼿県釜⽯市、宮崎
県⾼鍋町の⼩中学⽣が参加しました。オープニングで
は岩⾢⼩学校の６年⽣ 37 名が⾔志四録の群読を披露
し、その後各学校より先⼈学習の取り組みを発表され
ました。 

岩⾢⼩学校６年⽣の代表４⼈は佐藤⼀斎先⽣につい
て学ぶ「ふるさと先⼈学習」の概要を発表。 

ゲストの俳優の鈴⽊亮平さんと東洋⼤学名誉教授の
吉⽥公平さんは、⼦どもたちの発表に⽿を傾け、その都度感想を述べられました。 

鈴⽊亮平さんは岩⾢⼩学校の児童の発表を聞いた後に、「素晴らしかった。⼩学⽣のうちから佐藤
⼀斎の教えを学べることは、偉⼈が⽣まれた地元の特権だ。⼈⽣における宝物を覚えた。この幸運
を⼤切に、⼤⼈になってもずっと覚えていてほしい。」とメッセージを伝えていました。 

 

冬の岩村を彩る⼆つのイルミネーション 
やろまいかイルミネーション 

農村景観⽇本⼀の富⽥地区に、冬の静かな夜を彩るイルミ 
ネーションが出現します。 

期間 12 ⽉ 18 ⽇（⽇）〜１⽉８⽇（⽇） 
場所 ふるさと富⽥会館 
時間 午後６時〜10 時頃 

問い合わせ先 岩村振興事務所 ☎43-2111 
 

恵南商⼯会⻘年部イルミネーション 
旧岩村振興事務所にイルミネーションが出現します。 

期間 12 ⽉ 11 ⽇（⽇）〜２⽉上旬 
場所 旧岩村振興事務所 
時間 午後 6 時〜10 時 

問い合わせ先 恵南商⼯会岩村⽀部 ☎43-2636 

＜岩邑小学校６年生 37 名で群読を披露＞ 
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＜代表４人で取り組みを発表＞ 

＜緊張する中、堂々と発表しました＞ 

＜旧岩村振興事務所を彩ります＞ 

＜昨年のやろまいかイルミネーションの様子＞ 



岩村町獅⼦舞保存会が東京都で開催された 
「第６９回全国⺠俗芸能⼤会」に出演︕ 

11 ⽉ 26 ⽇（⼟）東京都の⽇本⻘年館ホール（収容⼈数 1,200
⼈）にて、岩村町を含めた全国４団体の保存会が出演しました。 

参加のきっかけは、令和２年に埼⽟県の獅⼦博物館主催によ
る「オンライン全⽇本獅⼦舞フェスティバル」に参加した岩村
町の獅⼦舞を、今回の主催者の⼀員である国⽴⽂化財機構の無
形⺠俗⽂化研究室⻑さんが、⽣でぜひ⾒てみたい︕と岐⾩県庁
を通じ出演依頼があり出演したとのことです。 

演⽬は保存会の代表演⽬
である「葛（くず）の葉姫の⼦別れ」。 

今までこの全国⺠俗芸能⼤会では演じられていない⻑尺（約
40 分）の獅⼦芝居だったことから多くの観客の⽅から「獅⼦芝
居ってすごい」、「⼤きなインパクトがあった」と主催者より反響
が伝えられました。 

また、⽂化庁⻑官からの感謝状を受け取り、演者⼀同は今後も
獅⼦舞の保存・伝承に努⼒する想いを強くされました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

＜文化庁長官から感謝状＞ 

＜獅子舞を演じる藤井孝司さん＞ 

＜大きな舞台で演じました＞ 

＜手・口・足を使い「別れの和歌」を書いています＞ 
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融雪剤  公共道路の凍結防⽌にご利⽤ください 
 

道路凍結の際、地域の⽣活道路につきまして皆さまに融雪剤散布のご協⼒お願いしています。 
融雪剤は下記の場所に置いてありますので、備え付けの⽤紙に名前を記⼊していただき持ち出し
してください。 

〇旧岩村振興事務所（東側､旧職員⽞関） 
〇飯峡会館（正⾯⽞関前） 
〇ふるさと富⽥会館（東の川側） 

☆☆注意点☆☆ 
○⾼温にならない場所や湿気の少ない場所に保管してください。 
○散布は公共道路のみにしてください。個⼈地などへの散布はおやめください。 
○数に限りがあるので⼀度にお渡しできる量は３袋までとしております。ご協⼒お願いします。 

融雪剤のまき⽅ 
散布の⽬安としては１平⽅メートル当たり30グラム〜50グラム（１〜２つかみ）程度です。⼀度に
たくさん散布するより少量を⼆度まきするほうが効果的です。下記の図を参考にしてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

いわむら昔ばなし余話 〜⽜戻り〜 

この話は、秋⼭信友が遠⼭景任（かげとう）夫⼈を妻として、岩村城にいたころの話です。 
 織⽥信忠を総⼤将として、何⽇も岩村城を攻めたてましたが、さすがに岩村城は天下の名城で、
どうしても落とすことが出来ません。⾼い⼭にあるのに、⽔は城内にふんだんに出るので、敵に取
り囲まれても、困るということがありません。 
 「それにしても、これだけの⼈数が毎⽇⾷べているのだから、⾷糧の蓄えがそんなにあるはずが
ない。きっとどこからか運び込んでいるに違いない。」 
 河尻秀隆という⼤将に命じて探らせたところ、やはり岩村城の裏
⼭に抜け道があって、数頭の⽜が荷物を背中に積んで、信州の⽅から
どんどん運び込んでいることがわかりました。河尻秀隆の率いる家
来が、この抜け道につめかけて、⽜の通るのを防いでしまったので、
みんな⽜が後戻りをしました。それからこの抜け道のことを「⽜戻
り」というようになりました。 
 ⾷べるものをあまり蓄えていなかったこともあって、岩村城の兵
隊たちは困ってしまい、やがて織⽥⽅からの和平のさそいに応ずる
こととなるのです。 
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🐤🐤🐤 岩村こども園 🐤🐤🐤  

霜の降りた寒い朝も、元気いっぱい園庭を⾛り回って遊ぶこども達です。 
朝のラジオ体操、⽑細⾎管を強くしようと８年前から続けている園庭ス

キップはどんなに寒くてもみんな揃って⾏い「今⽇も⼀⽇がんばるぞ︕」
の気持ちを⾼めます。カップに集めた霜柱をスプーンでくるくる回しなが
ら「先⽣⾒て︕」と職員室に⼊ってきた年⻑さん。「コーヒーシャーベッ
トだね」と答えるとニコニコと⾛り去って⾏きました。 

今年は、コロナ感染症に⼗分に注意しながら、３年ぶりに室内での冬の
保育参観及び懇談会が⾏えました。各クラス⼯夫を凝らした劇ごっこをお家の⼈に⾒て貰おう
と、⼿作りの⾐装や帽⼦をかぶって「がんばるぞ︕えいえいおー︕」と気合を⼊れてから遊戯室
に向かったこども達。練習以上の張り切り様で、時には、お⺟さんに⼿を振りながら演じるかわ
いい姿もみえました。お家の⽅からも「かわいかった」「元気な声が出たね」「みんなと協⼒し合
う所がよかったよ」など、嬉しい⾔葉を沢⼭貰って、「よし、⼜頑張るぞ︕」と次へと向かうこ
ども達。サンタさんからもプレゼントを貰って、元気に⼆学期も終了しました。岩村こども園⻑ 

 
 
 
 
 
 
 

★ 岩 ⾢ ⼩ 学 校 ★ 「パラスポーツ教室」 
11 ⽉ 29 ⽇（⽕）に、５・６年⽣を対象に「パラスポーツ教室」を開きま

した。障がい者スポーツ岐⾩県代表選⼿として、岐⾩ボッチャ協会より池⽥
ひなの選⼿を講師にお招きし、講演会とボッチャの体験会を⾏いました。池
⽥選⼿は、リハビリとして始めたボッチャが⾃分の夢につながり、現在ボッ
チャの代表選⼿として多くの⼤会で活躍中です。障がいを乗り越え、夢に向
かって努⼒されてきたお話から、⼦どもたちは多くのことを学ぶことができ
ました。また、ボッチャの体験会では、池⽥選⼿と触れ合い、ボッチャの楽
しさと難しさを味わうことができました。 

 
⼦どもたちの感想から少し紹介します。  岩⾢⼩学校教頭 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

＜各クラス工夫を凝らし頑張りました＞
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＜池田選手の話を耳を傾けています＞

＜すごく楽しかったです＞



 
○●○ 岩 ⾢ 中 学 校 ○●○「合唱のつどい」 

11 ⽉ 19 ⽇（⼟）に「合唱のつどい」を岩村コミュニティセンター⼤ホールで開催しまし
た。開会式の全校合唱でウォーミングアップを⾏い、各クラスの合唱曲を発表しました。 

１年⽣は、緊張しながらも⼼をひとつにして美しい歌声を響かせました。２年⽣は、⽇々積
み重ねてきた練習の成果を発揮し、⼀体感のある合唱を披露しました。３年⽣は、後輩の⼿本
となる堂々とした姿を⽰すことができました。⼀⼈⼀⼈の真剣さ、⼀⽣懸命さが伝わる合唱の
つどいになりました。 

３学期は、⼊学説明会で新１年⽣を迎えての合唱披露、継承の知新集会（３年⽣を送る会）
での合唱、卒業式での合唱があります。合唱のつどいでの経験を糧とし、岩⾢中の伝統として
さらに磨きをかけていきたいです。  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 ⽉下旬、⼩学部３年⽣の児童が社会科⾒学として、岩村消防署へ出掛けました。消防⼠の⽅

に実際に話を聞き、消防署の実際を学ぶことができました。児童は消防⼠さんが私たちの⽣活を
守るために毎⽇トレーニングをしているという話に驚き、「消防⼠さんはかっこよかった。」と
いう感想を話していました。 

12 ⽉上旬、⼩学部５・６年⽣が岩村にあるオグリサカン分室から講師の⽅を招いて、タイルの
使い⽅や扱い⽅、タイルアートについて学びました。また、コースターやフォトフレームなどの
作品づくりも⾏いました。作品を作る前に⾒本の上にタイルを置いてみることで、活動内容に⾒
通しをもつことができ、⾃分の⼒でコースターやフォトフレームを作ることができました。タイ
ルのつるつるした感触を楽しみながら、活動することができました。 

 教務部・広報担当 
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【３年生の堂々とした合唱 とても力強い歌声でした】【本番前の声出しで一体感を高めました】 
【全校合唱「春風の中で」 心地よい歌声が響きました】 

〈タイルでフォトフレームを作る様子〉 〈消防署の見学の様子〉 



              
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、12 ⽉５⽇（⽉）にお家の⽅と⼀緒
にしめ縄飾りを作りました。 

⾃分たちで植えた稲を刈り取り、その藁（わら）を使っ
てのお正⽉飾りです。世界に⼀つだけのとても素敵なしめ
縄飾りができあがりました。 

講師の鈴⽊孝司さんから、藁の成り⽴ちや藁は⽣活の中
でいろいろなところで使われていること、⼀年の初めに歳
神様(としがみさま)がしめ縄の下を通ってその家にやって
こられるというお話を聞きました。 

どうやって藁をなっていくのか実際に⾒せてもらい、⾃
分たちでもやってみました。藁は前もって綺麗にしごき、
⽔につけてたたき、柔らかくしておきました。とてもない
やすくてお家の⽅と⼒を合わせて、なっていくと、どんど
ん縄のようになり素敵なお飾りになりました。中には納得
がいくまで何度もやり直して、きれいに作り上げた⼦もい
ました。来年の⼲⽀にちなんで、うさぎをデザインして飾
り付けをした⼦もいました。 

サポーターさん達の協⼒もありグルーガンなども怪我
なくできて、最後の⽚付けまできちんと⼒を合わせてやっている⼦どもたちの姿に感⼼したとい
う声も聞かれました。 

みんなそろって元気によい年を迎えられますように︕ 
（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１⽉のお知らせ 

◎ いっしょにいこまい会 

1 月２０日（金） 午前 10 時半～午前 12 時半   

         新年会 ボッチャで体を動かそう！ 

コロナ感染拡大状況に応じて食事提供の状況が変わります 

◎ 美容・健康トレーニング予約不要（一回５００円） 

１月１１日（水） 午後１時半～午後３時 

１月１８日（水） 午後１時半～午後３時 

２月 ８日（水） 午後１時半～午後３時 

   

◎「親子遊びの場」の開設 

1 月１７日（火）親子遊び・絵本  

1 月３１日（火）親子遊び・絵本  

 

 

 

 

【お家の⼈と⼒を合わせて藁をなったよ】

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/

-8- 

【素敵なしめ縄が完成しました】

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。 

＜こんな素敵なお正月用リースができました＞ 

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 
『恵那⽥舎塾』にて参加してきました。
岐⾩県⽴恵那⾼等学校にて⾏われている『恵那⽥舎塾』。 
この『恵那⽥舎塾』とは、「地域を愛し、持続可能な地域づくりに貢献する『地域社会⼈』 を地

元で活躍される⽅々との交流を通して、育成していく」という企画だそうです。 
今回、「これまでの観光。これからの観光。」をテーマに、「全国⼭城サミット」「映画『銀河

鉄道の⽗』ロケ⾵景」「WRC（世界ラリー選⼿権）」「地⽅創⽣」のキーワードを絡めながらトー
クをしました。海外から⾒た⽇本や SNS 等による情報の公開⽅法など多くのテーマについてディ
スカッションさせて頂き、アイデアを頂きました。 

このように学校でのディスカッションによって私どもと
別視線の声を頂け、⽣徒の皆さんには地域の実情を知ること
が出来る良い機会を頂いたと思っております。今後もこのよ
うな活動への参加を続けていきたいです。 

今後のイベント情報 
１⽉８⽇ ゑびすまつり 庚申堂        
１⽉８⽇ ⼊試合格祈願祭 巖⾢天満宮 
1 ⽉ 13 ⽇〜29 ⽇ 勝川家ギャラリー 第 24 回かんきょうとくらしの絵⼿紙 ⼊賞作品展⽰ 
   ※「イベント」については、諸般の事情により変更になる場合がございます。

歴史再発⾒ vol.90 ⼩牧⻑久⼿の戦いと岩村城  
 今回は８⽇に放送開始の⼤河ドラマ「どうする家康」に関わる話です。 
 天正 12 年（1584）に⽻柴秀吉と織⽥信雄・徳川家康が激突した⼩牧⻑久⼿の戦いは、ローカ
ルな名称とは逆に、美濃・尾張・北伊勢の広い範囲を舞台として半年間にわたって繰り広げられ
た、織⽥信⻑の後継者の座を決する天下分け⽬の戦いでした。 
 このときの東美濃は全域が⽻柴⽅の森⻑可（もり ながよし）領となって
おり、岩村城や明知城も森⽒の⽀城として徳川に備えていました。 
 戦いは３⽉に始まりました。⻑可は 13 ⽇に⽝⼭城を急襲攻略し北尾張
に侵攻しましたが、17 ⽇に⽻⿊（⽝⼭市）で徳川勢と衝突し 300 余りの
兵を討ち取られる⼤敗を喫してしまいました。家康はこの機を逃さず、⻑可に追われて三河に逃
れていた東美濃の国衆に森領攻撃を命じました。 
 遠⼭佐渡守・半左衛⾨尉⽗⼦、佐渡守の娘婿明知遠⼭⼀⾏(とおやま かずゆき)は、これを受け
てまず明知城を攻撃し、23 ⽇に家康から「殊有夜討、敵数多被討捕之儀、無⽐類事共候（ことに
夜討ちによって敵を数多く討ち取ったことは⽐類のないことである）」との感状(かんじょう)を得
ました。次いで佐渡守らは岩村城を攻め、家康側近の井伊直政は４⽉８⽇付で「仍岩村へ相籠者
共被打捕之由御注進、則披露申候、度々ヶ様之御⼿柄共⼀段御祝着被成候（岩村に籠城している
者たちを討ち取ったことを家康に披露した。度々の⼿柄を聞き格別のお喜びであった）」との書状
を半左衛⾨尉に宛てて出しています。佐渡守らは命を受けてから 20 ⽇ほどの間に、岩村城と明知
城の攻略に成功したのです。 
 なお、⻑可は翌９⽇に⻑久⼿（愛知県⻑久⼿市）で戦死しています。秀吉は、⻑可の弟忠政に
森家の跡を継がせ、援軍を送って⾼⼭城（⼟岐市）を拠点として森領の防衛に努めました。 
 その後の戦いは、11 ⽉に休戦するまで膠着（こうちゃく）状態となりました。岩村城の動向は
明らかではありませんが、徳川⽅の森領攻撃の拠点として⼤きな役割を果たしていたものと考え
られます。 
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【恵那⽥舎塾の⾵景】



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 1 ⽉岩村コミュニティセンター使⽤予定
1 ⽉ 13 ⽇(⾦) 無料法律相談 
1 ⽉ 17 ⽇(⽕) 献⾎（14︓00〜16︓00） 
1 ⽉ 21 ⽇(⼟) ことぶき相談 

11 ⽉10 ⽇（⽊曜⽇）森岡由紀⼦先⽣をお招きして、ママ７⼈、⼦９⼈で 
始まった絵本紹介。先⽣は、未満児は⾔葉の理解が難しいが、絵本を楽しいと 
思わせる（思い出させる）読み⽅が⼤事です。それには、同じ⾔葉をリズミカ 
ルに繰り返し、テンポよく⼦の名前に置き換えるなどすると良いです。いろい 
ろな機能を⽬覚めさせる⼿段として絵本を使ってほしい。「この本好き」とお 
気に⼊りの絵本が⾒つかった時が、⽬覚めの第⼀歩です。と話されました。 

お⺟さん⽅は、忙しい中で⼦に寄り添いながら毎⽇を過ごして 
います。先⽣のお話を聞き、早速絵本の購⼊を希望されました。 

【11 ⽉】 
新型コロナの感染が⼼配される中、みんなで⾷を⼀緒にすることがはばか 

られていましたが、感染対策をしっかり⾏い、11 ⽉28 ⽇（⽉曜⽇）13 組 
の親⼦総勢30 ⼈が出席して、岩村の名物「カステーラ」の⾷べ⽐べを⾏い 
ました。かめやさん、松浦軒本舗さん、松浦軒本店さんの３店舗から取り寄 
せたカステーラ、それぞれのお店の特徴があり、卵の⽢味が強い物、⼝当た 
りが良いもの等があり、⽐べて初めて分かる事がありました。 
 

【12 ⽉】 
12 ⽉12 ⽇（⽉曜⽇）クリスマスにちなんで、プラ板でオーナメントを 

作りました。プラ板にそれぞれの図案を書き、切り取ってオーブントース 
ターで熱を加えて出来上がりです。今回は６組13 名の皆さんが参加され、 
和室で⼦どもを⾒合いながら、別室で作業を⾏いました。できたオーナメ 
ントを⾒て⼦どもたちは⼤喜びでした。 

 
 

のびっこくらぶ 11 月・12 月の活動報告 

乳幼児学級いわむら 11 月の活動 

※新型コロナウイルスの感染拡⼤の影響で 
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＜絵本を楽しもう＞ 

＜集中して聞いています＞ 

＜これはいいものだ＞ 

＜食べ比べおいしかった～＞ 



「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 11 ⽉分実績  

 

 
 
 

【NPO 法⼈いわむら⼀斎塾】
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し。（言志耋録一二九条） 

「⼀年の計は元旦にあり。」事をなすには、まず終わりまでを予想してあらかじめ計画を⽴てる
こと。そして、謙遜な努⼒を続けることで有終の美を収められるということです。世を渡るには、
先を⾒通した計画と謙虚な努⼒以上のものはありません。さあ、1 年の始まりです。事を為し得た
姿を想像しながら⽇々の謙虚に⽣きていきたいものです。 

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１2 ⽉ 1 ⽇現在の⼈⼝・世帯表     
 今⽉ 先⽉ 昨年同⽉ 

総数 4,635 ⼈ （▲4） 〈▲88〉

男性 2,263 ⼈ （▲1） 〈▲33〉

⼥性 2,372 ⼈ （▲3） 〈▲55〉

世帯 1,866 世帯 （▲1） 〈▲8〉 
（ ）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    1,310kg（2,010kg） 
雑誌       1,060kg（1,690kg） 
新聞紙･チラシ  1,240kg（1,830kg） 
雑がみ       470kg （690kg） 
アルミ⽸        96kg （150kg） 
合計      4,176kg（6,370kg） 

       ※( )内は 10 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。 
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