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花いっぱいのまちづくりをめざして
明智町を花と木であふれる美しい町にするため、春と秋に植栽を実施しています。１１月１日
（日）秋の植栽には、中学生と地域住民の参加がありました。今後も地域のみなさんで取り組める
事業として多くの方の参加をお願いします。

S

明智町の人口（令和２年 11 月１日現在）
現

在

前月比

前年比

総数

5,091 人

△3 人

△117 人

男性

2,476 人

1人

△39 人

女性

2,615 人

△4 人

△78 人

2,024 世帯

1 世帯

△14 世帯

世帯数
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地域自治区ケア推進会議からのお知らせ
地域自治区ケア推進会議が８月２８日（金）に開催されました。
この会議は、地域の福祉を担う団体の代表者と行政関係者が参加し、地域の福祉に関する課題やその課題
を解決するために必要なことを考え、介護が必要になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後
まで続けることができる地域づくりを目的に年２回程度開催しています。今回の会議では、主に高齢者等の見守
りについて話し合いました。
地域で安心して生活するためには、ご近所での「さりげない見守り」
が大切です。「近所のおばあさんの様子がおかしい」「最近夜になって
も電気がつかない」などの変化に気付いた時、民生委員や福祉委員、
関係機関へ知らせていただけるよう、地域のみなさんへチラシを配布す
ることを確認しました。
お手元に届きましたらぜひご覧いただき、高齢者等の見守りにご協力
ください。

恵南地域包括支援センターの開設
「地域包括支援センター」は高齢者の福祉に関する総合相談窓口です。昨年度までは恵那市役所内にある
地域包括支援センターで恵那市全域を担当していましたが、今年の４月から恵南地域を担当する「恵南地域包
括支援センター」が山岡振興事務所内に新たに開設されました。
高齢者の介護や生活、健康に関する相談について、社会福祉士、保健師、主任介護支援専門員などの専門
職員が対応していますので、困りごとなどぜひお気軽にご相談ください。

●恵南地域包括支援センター（山岡振興事務所内） ☎０５７３-５７－３０３０
開所日：月～金（土日祝・年末年始を除く） 開所時間：８：３０～１７：１５

ふるさと納税で明智町を応援 ～市外の親類・友人へ～
恵那市外で暮らしている明智町出身の方や
明智町が好きな方へ恵那市へのふるさと納税
で「明智町のまちづくり活動」を応援することが
できます。
ふるさとを遠く離れていても、ふるさとに貢献
したいという気持ちを受け入れ、その気持ちを
明智町のまちづくりに活かす制度です。
ふるさと納税は１２月末に向かってピークを
迎えます。市外に住む親類・友人に、ぜひお声
掛けください。

※寄附手続きはウェブサイトから簡単にできます。

恵那市 ふるさとチョイス

１２月のイベント情報
１２月５日（土） 明智中学校合唱発表会（かえでホール）
１２月６日（日） 大正村朝市（大正村広場） ９時から開催。ぜひご来場ください。
１２月１２日（土） 「麒麟がくる」トークショー（かえでホール） ゲスト：石川さゆりさん ※応募者のみ
１２月１３日（日） 自治連合会主催 家具転倒防止作業
１２月１９日（土） 大正村奉仕作業 ９時から大正ロマン館周辺で作業を実施。ご協力をお願いします。
１２月２９日（火）から３０日（水） 消防団 年末特別警戒
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明智中学校２年生が「ミニこどもひろば」を盛大に開催
毎年、「かえでまつり」で中学２年生が地域貢献活動として行ってきた「こどもひろば」はコロナ禍で実施で
きませんでしたが、中学校の発案により、こども園、小学校、中学校と明智町まちづくりフォーラム福祉部会の
連携により、１１月１３日（金）明智中学校で「ミニこどもひろば」を開催することができました。
当日は、こども園の年中さん・年長さん、小学校１年生・２年生を招待し、感染対策をしながら地域の大人た
ちに見守られ、笑顔いっぱいのこどもたちは楽しい時間を過ごしました。

輪投げは入るかな？

NPO ミニ汽笛さんによるミニ新幹線

みんなの笑顔シールが貼りつけられた看板は、こども園～小学校～中学校～コミセンを巡回し、来年の「かえ
でまつり」のこどもひろばに飾ります。自分の顔がどこにあるのか探してくださいね。

明智地域自治区による要望活動を実施しました
１０月２２日（木）明智地域自治区から、恵那市長と
恵那土木事務所長に対し要望活動を実施しました。
恵那市長には、「明智町の文化財保護と歴史観光
振興」の支援を要望し、恵那土木事務所長には、「国道
363 号の拡幅」や「明智川の浚渫」など地域自治区の
役員さんから強く要望してきました。
早期に実現されるよう、今後も引き続き要望活動を進
めていきます。
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明智中学校
学校運営協議会便り
杉山さんから学ぶ光秀学習

田中さんから学ぶ掃除学習

大正村事務局の方々から学ぶ大正村学習

１ 年 生

１年生は『明智
を知る』学習を
行いました。光
秀や大正村につ
いて、話を聞く
だけ でなくそ の
場所に足を運び
学ぶことができ
るのがふるさと学習の魅力。この学習をもとに、今の自分たちにできることを形に
していきます。また、日本大正村発祥である『掃除を学ぶ会』については、今年度
掃除を行うことはできませんでしたが、大正村で受け継がれる「掃除をすることの
よさ」について感じ取ることができた学習となりました。

地域と学ぶ 自分の生き方を学ぶ
２ 年 生

志学習

看護師の仕事について学ぶ職業講話

パンフレット贈呈式

２年生は『生き方学習』と
して職業講話を行っていま
す。ハローワークの方や上矢
作病院の看護師の話を通し
て「働くこと」「恵那で働くこ
と」について学んでいます。ま
た、昨年度作成した光秀ゆか
りの地を紹介するパンフレット
振興事務所長さんより学ぶ明智町の現状
をようやく日本大正村事務局にお渡しすることができ、観光客に喜ん
でいただくお手伝いができました。

３年生は日帰り修学旅行として郡上研修を行い
ました。明智地域と似ている自然や環境の中で
郡上ではどのように町づくりがされているのかを学びました。
ラフティング体験では自然の中での遊びを、町散策では郡上の特
産品を、鍾乳洞では自然の神秘を満
喫することができました。この経験が今
後の生き方にプラスになることを願っ 長良川を体感できたラフティング体験
ています。

３ 年 生

特産の食品サンプルづくり体験
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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

未来の明智を担う子どもたち !～コミュニティスクールの活動～
３年生『コミュニティセンター・明智振興事務所見学』
コミュニティセンターや明智振興事務所
が身近なものになるよう、順次，見学に
出かけています。まず、３年生が町探検
の一環で訪問しました。振興事務所では
職員の方から仕事についての話を聞き、
コミュニティセンターでは図書室で本を
借りました。コミュニティセンター図書室
で借りた本も小学校で返却できます。

６年生『花育』
「卒業式に自分たちで育てた
花を飾ろう！」をテーマにして、
野志在住の桜井さんを講師に
招き、花苗を育てています。
現在、播種・鉢上げまで終わり
ました。１２月に花苗を植木鉢
に植え付けます。

１年生『昔遊び』

苗は順調に
育ってます！

５年生『明知鉄道』

１年生は「げんきかい」の皆さんから ５年生は恵那まで往復乗車した後、
「昔の遊び」を教えてもらいました。 SL の見学と説明を聞きました。

12 月の予定
日（曜）
1（火）
2（水）
3（木）
4（金）
7（月）
8（火）
～
10（木）
11（金）

４年生『福祉探検』

２年生『命の授業』

４年生は明智町がやさしい街である
ことを確かめました。

２年生は前田獣医さんから、”命”
について大切なお話を聞きました。 16（水）

14（月）

17（木）
18（金）
21（月）
22（火）
２3（水）
24（木）
25（金）

予

定

5 時間授業、集団下校
リーダー会
5 時間授業、集団下校、個別懇
談、全校朝会、ＳＣ来校
5 時間授業、集団下校、個別懇
談、図書館祭り（～11 日）
5 時間授業、集団下校
5 時間授業、集団下校、
個別懇談
5 時間授業、集団下校、個別懇
談、情報モラル（５・6 年）
5 時間授業、通学班会、集団下
校
委員会、ＳＣ来校
スケート教室（3～6 年）
大掃除
5 時間授業、集団下校
薬物依存防止教室（6 年）
クラブ
児童会
終業式、短縮午前授業、集団
下校（13：05）※給食あり

※予定は変更することがあります。
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ご了承ください。

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

１０月３０日（金）秋晴れの中、３歳、４歳、５歳は明知鉄道に
乗って遠足に行ってきました。
１歳、２歳は八王子神社までお散歩に出かけました。
５歳児（ぞう・きりん組）
山岡の爪切り地蔵まで行きまし
た。林昌寺の和尚様から爪切り
地蔵様の由来を聞き、本堂で座
禅をくみ写仏もしてきました。

4 歳児（ぱんだ・こあら組）
１歳児（いちご組）
２歳児（ひよこ組）

岩村消防署に行きました。
消防車、救急車の説明を聞き、
お弁当は岩村こども園で食べ
てきました。

３歳児（うさぎ組）
山岡のかんてんかんに行きま
した。寒天ができる工程を聞
き。イワクラ公園でお弁当を食
べてきました。
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１歳児（いちご組）はカートに
乗り２歳児（ひよこ組）は歩い
て八王子神社まで行きました。
落ち葉で遊んできました。お弁
当は園に戻りたべました。

明智コミュニティセンター 令和 2 年 12 月

第 63 回 明智町文化祭
令和 2 年 10 月 24 日（土）、25 日（日）に明智コミュニティセンター・明智振興事務所会議室にて、明
智町文化祭が行われ、来場者や出品者の皆様にはマスク着用や手指の消毒、検温など感染症対策にご協
力いただき、無事開催することが出来ました。

明智町で活動されている文化振興会や、各生涯学習団体、小中学生、こども園、乳幼児学級、そして個人
の作品など様々な作品が出品され、多くの来場者の皆さんに楽しんでいただきました。
また、生け花・寄せ植えコーナーでは、今年度も風音会の和田敏江さん、杉山星さんにご協力いただき、華や
かな箏の生演奏をしていただきました。お二人の息の合った素晴らしい演奏に、立ち止まって真剣に耳を傾
ける方が多くいらっしゃいました。

今年度はコロナ禍での開催のため、毎年楽しみにしてくださっている方も多い呈茶サービスは中止となり
ました。また各団体の皆さんにとっては、新型コロナウイルス感染症拡大予防により、コミュニティセンターが
利用できなかった期間があったため、活動できる期間も限られており、作品数も例年に比べ少ないものでし
たが、力作が多く出品され、お陰様で例年を上回る来場者数となりました。
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今回のコミセン便りでは、明智コミュニティセンターの市民講座で初めて企画した「青空ヨガ」と「ストロー
オーナメントを作ろう」の受講生の方から感想を寄稿していただきましたので掲載させていただきます。

≪青空ヨガを受講して≫

半崎 沙耶さん

今回青空ヨガ講座に参加させてもらいました。
秋晴れの下、明智町を見渡せる千畳敷公園の見晴ら
し台でのヨガは、とても気持ちが良かったです。
普段は仕事をしており、家事育児と時間に追われて過
ごしていますが、太陽の光を沢山浴び、慌ただしい日
常を忘れ、ゆっくりと自分の呼吸を感じ、あっという間
の 1 時間半でした。講師の横光先生の声にも癒され、
心身ともにリラックスできました。
また機会があれば是非受講したいと思っています。

≪ストローオーナメント講座に参加して≫ 藤岡 知子さん
10 年ほど前に雑貨屋さんで初めてストロースターを知りました。
麦の質感、糸の色使いがとても素敵で印象的でした。
今回明智コミュニティセンターで開催される後期市民講座で作り方を
学べると知り、すぐに申し込みをしました。
使用するライ麦は恵那市産との説明を受け、とても親近感が湧きまし
た。難しいと思っていましたが、講師の鈴木先生の説明も分かりやすく
楽しんで作ることが出来ました。
講座の後も家で何個も作り、自宅に飾り付けをしました。
また、友人にプレゼントしたところ、とても喜んでもらえました。
今回教えていただいたことを基に、さらに難しい形にも挑戦していきた
いです。

－12 月の予定－
・乳幼児学級

12 月 9 日（水）午前 10 時から 明智コミュニティセンター 3 階講堂
「クリスマス会＆音楽を楽しもう！」 講師：堀 友美先生

・ききょう大学

12 月は休講です。

・図書入替

12 月 24 日（木）

※明智コミュニティセンターでは 12 月 14 日（月）9：00～10：00 までの間、電気点検のため、
全館停電とさせていただきます。皆様にはご不便をお掛けしますが、ご協力宜しくお願いいたします。
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