明智町 地域広報誌

あけちだより

第3号
2020.11 月

下ヶ淵 紅葉ライトアップ今年も実施します
あけちまちづくりフォラムによる下ヶ淵紅葉ライトアップを、11 月初旬に予定しています。
紅葉の見ごろに合わせ、告知放送（広報明智）でお知らせしますので是非ご覧ください。

昭和 9 年、国鉄明知線の開通を記念し植樹され
たヤマモミジ、樹齢は８6 年（推定）です。
平成 28 年に恵那市で初の「景観重要樹木」に
指定されました。

明智町の人口（令和２年 10 月１日現在）
現

在

前月比

前年比

総数

5,094 人

△13 人

△142 人

男性

2,475 人

△11 人

△50 人

女性

2,619 人

△2 人

△92 人

2,023 世帯

△3 世帯

△25 世帯

世帯数
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地域カレンダー掲載写真を募集します
今年も、あけちの地域の情報をみなさんにお届けする地域カレンダーを作成します。
応募上の注意
・応募者自身が明智町内で撮影されたカラー未発表のものに限ります。
・組み写真、合成写真は不可とします。
・被写体に人物又は個人の所有物が入る場合は、応募に関して必ず被写体ご本人、未成年者の場合は保護
者、又は所有者の承諾を得てください（応募写真に関する著作権、肖像権等に関する責任は全て応募者に
帰属します）。
・無償で、あけちまちづくりフォーラムが使用することを許諾するものに限ります。
・応募に係る費用は応募者でご負担ください。又作品の返却はできません。
・未発表のものに限る、電子データで横撮りのみ（縦撮り不可）。
（電子データは JPEG 形式でファイルサイズ 4MB 程度）

掲載方法
・紙面サイズの都合により、写真にトリミング等の加工をする場合があります。
・写真と一緒に撮影場所、撮影者氏名を掲載する予定です。
（紙面上の都合により、省略する場合があります。）

応募方法
・必要事項（撮影場所・撮影年月・住所・氏名・電話番号）を明記の上、USB フラッシュドライブ等の外部記
憶媒体を直接持参するか、郵送、又は電子メールでご応募ください。
〔郵送でのご応募〕
・必要事項を記載し、JPEG 形式の電子データを保存した CD－R を下記住所へ送付してください。
〒509－7792
恵那市明智町 843-1
明智振興事務所内 あけちまちづくりフォーラム事務局
〔電子メールでのご応募〕
・必要事項をメール本文に記載し、電子データを添付の上、下記のメールアドレスへ送付してください。
※添付ファイルの容量制限は 4MB となります。
メールアドレス：akechi2019@gimail.com

受付期間及び選考
令和 3 年 1 月 28 日（木）まで ・あけちまちづくりフォーラムで応募写真を選考します。

問合せ先

明智振興事務所

TEL（0573）54-2111

11 月のイベント情報
大正村朝市
11 月 1 日（日）
11 月 15 日（日）

9 時から 大正村広場において開催されます。 ぜひご来場ください
9 時から 大正村広場において開催されます。 ぜひご来場ください

大正村奉仕作業
11 月 21 日（土）

９時から 作業を実施します。多数の参加をお願いします。

明智小学校学習発表会
11 月 28 日（土）

明智光秀公御母堂 於牧の方供養祭
11 月２９日（日）

東町 於牧の方墓所で開催されます。 ぜひご来場ください
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明智光秀ゆかりの地 明智町を PR 光秀と熙子がお出迎え
地元有志の皆様が、明知鉄道の利用客をお出迎えしています。この取り組みは、土・日曜日の料理列車の運
行に合わせて不定期で実施しています。
『明智光秀歓迎隊』は、9 月 5 日に有志 4 名で始め、現在 19 名の方々に参加協力していただいておりま
す。 野志駅付近で武将、足軽役等、明智駅では光秀、熙子、 於牧役に扮し 10 月 11 日までに 8 回実施し、
延べ 66 名の隊員に参加して頂きました。
これからも、わが町明智町を愛する熱い気持ちを持つ有志の方々と協力して、明智町を訪れる皆さんを、気
軽に、そして楽しみながら歓迎・おもてなししていきます。
問合せ先
明智コミュニティセンター

54-4214

大河ドラマ館の入館者数が 9 月 27 日には、 み つ ひ で
となりました。

「入館者数３２，１１０人」 3（み）2（つ）1（ひ）10（で＝テン）

明智回想法センターからのお知らせ
当館では、部屋の貸し出しを行っております。市内外を問わず、どなたでもお使いいただけます。
各種集いの場にご利用ください。

ご利用料金（恵那市内の方）

回想法室

別館和室 1
お問い合わせ先

本館和室

利用料金

冷暖房費

18 歳以下

無料

1 時間 80 円

19 歳～64 歳

別館和室 2
恵那市明智町 1142-1

電話（0573）54-4056

区分

1 時間 300 円
調理室は 1 時間 610 円

1 時間 160 円

65 歳～74 歳

無料

1 時間 160 円

75 歳以上

無料

1 時間 80 円

恵那市外の方は別料金になります。詳しくは下記まで
お問い合わせください。

明智回想法センター

ホームページ https://silver-soken.com/enakaiso

※新型コロナウイルス予防のため、マスクの着用や手指の消毒等にご協力をお願いいたします。
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明智中学校
学校運営協議会便り

令和２年度 明智中学校体育大会
～ 新しい生活様式から生まれた新しい体育大会 ～
新型コロナウイルス感染予防をしながら行われた今年度の体育大会。参観
者も限定しましたので、紙面をもって地域の皆様にも生徒たちの熱気を伝えた
いと作成しました。生徒会スローガンをもとに、３年生が中心となり「応援部」
「作戦部」「看板部」と準備を進めました。生徒会は日常生活を鍛えることが
体育大会を成功させる

ことであると、日常の

姿を得点化し体育大会

を迎えました。

生徒同士で磨き合い

高め合って迎えた大

会は、どの瞬間を切り

取っても見事な姿ば

かりでした。
学校ホームページ
紅軍スローガン

では動画も配信して

います。ぜひ、ご覧く

ださい。

白軍スローガン

生徒会スローガン

リ レ ー
リレーはどの学年も行いました。
中学生のバトンパスは見ごたえが
あり、作戦や練習の成果がわかり
ました。スピード感があり、今年も
様々な名場面が生まれました。写
真は３年生のバトンがアンカーに
渡るところです。

全 校 種 目
玉入れ・綱引き・8 の字跳び

どの種目も「密」にならない工
夫いっぱいの全校種目。作戦部
のたてた作戦もあり、先輩から
指示や応援の声が後輩へかけ
られました。

応 援 演 舞
大きな声を出さなくとも、
動きによって軍の士気を高め
た演舞。応援団が全員の気
持ちを一つにまとめあげ、気
迫あふれる素晴らしい演舞と
なりました。
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【児童数】

１年生：２７名

４年生：２９名

２年生：３７名

５年生：５４名

３年生：３０名

６年生：４４名

http://www.ena-gif.ed.jp/akechi-e

仲間とともにやりぬく運動会 ～全力・団結・あきらめない～

うんどう会本番でとてもがんばりました。一番
うれしかったことは光ひで音頭です。わけは、
れんしゅうのときよりいっぱいできたからで
す。（2 年女子)

一番がんばったソーラン節は、家で動画を見た
り、練習をしたりして家族からもほめられたし、
運動会でも力を出しきれてとてもうれしかった。
(6 年男子)

風になれ、全力疾走！（1･2 年） ３・４年生混合リレー（3･4 年） 疾風迅雷<しっぷうじんらい>（5･6 年）

11 月の予定
日（曜）
2（月）
4（水）
5（木）
6（金）
9（月）

八木節（1・2 年）

明小ソーラン（5・6 年）

花笠音頭（3・4 年）

選手リレー（各学年代表選手）
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10（火）
13（金）
16（月）
17（火）
18（水）
19（木）
20（金）
24（火）
25（水）
26（木）
28（土）
30（月）

予
定
5 時間授業、集団下校
委員会
全校朝会
全校研究会、5 時間授業、
集団下校
5 時間授業、集団下校
地震・津波防災授業（6 年生）
家庭学習充実週間（～17 日）
根ノ上研修（5 年生）
5 時間授業、集団下校
修学旅行①（6 年生）
クラブ
水害・土砂災害防災授業（5 年生）

修学旅行②（6 年生）
5 時間授業、集団下校
委員会、ＳＣ来校
児童朝会
学習発表会
振替休業日

※予定は変更することがあります。

令和 2 年度
年長 22 名 年中 32 名 年少 18 名

明智こども園

未満児 2 歳児 10 名 1 歳児 5 名
全園児 87 名でスタートしました。

松栄特殊印刷株式会社様、十六銀行株式会社様より、絵本・紙芝
居等の贈呈式を行いました。
松栄特殊印刷株式会社様よりマスクもいただきました。
大事に使わせていただきます。ありがとうございました。

10 月は運動会もあり、外遊びをたくさんしました。

鉄棒のぶら下がり、ぼたのぼり、タイヤ跳び小さい子たちもいっぱい身体を動かしています。

運動会では、オープニングで年長児の男の子は、『紅蓮華』の曲に合わせ元気よく大きな旗を振り、女の子は
ボンボンをもって『Ｍａｋｅ ｙｏｕ ｈａｐｐｙ』の曲に合わせ踊ります。

年少児は『やさいマン』
年中児は『まわせ、まわせ』
の曲に合わせかわいく踊り
ます。
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明智コミュニティセンター 令和 2 年 11 月

令和２年度 ききょう大学 開講！

９月 18 日（金）午前 10 時～

明智コミセン３階講堂

新型コロナウイルス感染症対策を十分に行い、３密を避けながら、今年度のききょう大学の開講式を行い
ました。第１講座は講師に加藤ますみ先生をお招きし、「サイレント笑いヨガ」を行いました。
本来ならば大きな声を出して行う笑いヨガですが、コロナ禍でもしっかりと効果を感じながら行えるようにと
先生が試行錯誤をし、考案していただきました。
笑いヨガとはユーモア、ジョークを使わず理由なしで笑う健康法で、笑うことにより新鮮な酸素が大量に身体
に入りエネルギーが溢れ元気になる健康法です。
面白いことに脳は作り笑いと本物の笑いが区別できず、脳の錯覚により幸せホルモンと呼ばれるセロトニン
が出され、ストレスホルモンのレベルも低下したという報告があるそうです。

先生から ナマステ笑い・ミルクシェーク笑い・１メートル笑いなど数種類の笑いを学び、みんなで笑いまし
た。みんなで笑っていると、本当に楽しい気分になってくるので不思議です。
腹式呼吸で笑うので血流が良くなり、身体がぽかぽかしてくるのも実感しました。
笑いヨガは、自宅でも簡単にできる健康法です。
ごはんを作りながら、お掃除をしながら・・・「ながら」でできるのが良いところではないでしょうか。
身体がスッキリとしない時、気分が落ち込んだ時など是非思い出して行ってみてください。

ところで、講座中ききょう大学の皆さんに当日の朝に食べてきたメニューを伺ったところ・・・
なんと全員の方が味噌汁や納豆、ヨーグルトなどの「発酵食品」を摂っていらっしゃいました！
ききょう大学の生徒さんは高齢の方が多いですが、ききょう大学に通ったり、健康的な食生活に気を付けてい
たりと意識が高いように感じます。皆さんの元気や長寿秘訣はそんなところにあるように感じました。
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明智図書室 新刊案内
・半沢直樹アルルカンと道化師
・灯台からの響き
・首里の馬
・破局
・始まりの木
・沢村貞子の献立
・やまと尼寺精進日記 2

池井戸 潤
宮本 輝
高山 羽根子
遠野 遥
夏川 草介
飯島 奈美

〈児童書〉
・5 秒後に意外な結末（ミノタウロスの青い迷宮）
・5 秒後に意外な結末（パンドラの赤い箱）
・5 秒後に意外な結末（アポロンの黄色い太陽）
・54 字の物語「怪」
氏田 雄介
・54 字の物語「参」
氏田 雄介
・54 字の物語「史」
氏田 雄介
・パンツをさがせ ！
小室 尚子
・なんだろう なんだろう
・ころべばいいのに
・昆虫最強王図鑑
・異種最強王図鑑

小学生に
人気の本です！

ヨシタケ シンスケ
ヨシタケ シンスケ

令和 2 年度後期市民講座始まりました！
10 月より、市民講座がスタートしています。
11 月から開講する講座で、まだ定員に余裕のある講座もございます。
気になる方はこの機会に是非お申し込みください。
募集中講座

・ボンドで作るつまみ細工 STEP①
・お正月リース教室

11 月 5 日（木）9：30～11：30（全 3 回）
11 月１０日（火）9：30～11：30（全 1 回）
－11 月の予定－

・乳幼児学級

11 月 11 日（水）午前 10 時から 明智コミュニティセンター 3 階講堂
「お母さんのための救急救命法を学ぼう」 託児有

・ききょう大学

11 月 20 日（金）午前 10 時から 明智コミュニティセンター 3 階講堂
「第３講座 自分のための絵本の時間」 講師 森岡 由紀子 先生

※１１月１５日（日）に予定しておりました秋の芸能発表会ですが、新型コロナウイルス感染症拡大予防
のため、中止とさせていただきましたので宜しくお願いいたします。
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