
 

 

 
 
 
       
 
 
 
 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

広報いわむら 

 

*岩村城址一斉清掃（夏） 

*伝えたい味・・・ほう葉寿司づくり体験 

*歴史掘りおこし読本 好評発売中 

*東日本大震災の義援金に関するお礼 
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ほっと・ホット・もっと 

チケット 

発売中 

大人（前売）   1  ３，０００円 

大人（当日）   １   ３，５００円 

中・高生（共通） １，０００円 

チケット 

発売所 

まち並みふれあいの舘 

岩村コミュニティセンター 

チケットぴあ ほか 

第 27 回より当日券が 3,500 円になりました。チケットの購入はお早めにどうぞ！ 

能を見るなら、能を学ぼう！ 

きっと何倍も楽しめる！ 
 

7 月 26 日（火） 
 

能が楽しくなる勉強会 
 

時間 午後 7 時より 

場所 岩村コミュニティセンター 

講師 玉井博祜さん 
 主催 いわむら城址薪能実行委員会 

後援 恵那市 恵那市教育委員会 城下町ホットいわむら 

恵南商工会岩村支所 恵那市観光協会岩村支部 市民三学岩村委員会 

お問い合わせ先 城下町ホットいわむら事務局（まちなみふれあいの舘）TEL 0573-43-4622 
第 25 回までは大人 4,000 円でした。 

昨年からお求めやすくなりました！！



     

岩村城址一斉清掃（夏）

 

清掃終了後に勉強会開催します 

  ～八幡曲輪と八幡神社～ 

      

 ～郷土の歴史を後世に伝える～ 

       「歴史堀おこし読本第二巻」好評発売中 
主な内容 

〇新発見・岩村落城･秋山信友の岐阜磔刑を記述した信長が家康にあてた黒印状を公開 

〇飯田市開善寺の過去帳の秋山信友の隣りに女性の戒名あり 

〇岩村の大将陣での五人処刑は伝説か？遠山景任、信長の叔母を娶り一女を生む 

〇岩村町富田堀田遺跡に三万年前に人が住んでいたという石刃が発見・岩村の考古学 

〇明知鉄道に日本で唯ひとつの幸せを招く「極楽駅」の開通と史跡について 

〇岩村の古い町並み〔重伝建保存地区〕中心地の庚申堂前の三基の石仏が地元最古 

〇岩村城にあった薬師寺の本尊、二の丸弁才天像、明治以降初公開〔9/１８隆崇院で〕 

    〇岩村藩主・丹羽五代の出目と滅封後の史実調査、日進市、 

豊田伊保、岩村、越後、三草 

〇豊田市足助の偉人「鈴木正三」と岩村藩丹羽氏との 

かかわり〔新発見〕 

〇岩村藩領、瑞浪の桜堂薬師と岩村藩代官西岡 

茂太夫の功績の新事実、来年 1200 年祭 

〇天保騒動と丹羽瀬清左衛門の事実、文政年間 

      飯田への近道図が明治に中央線路予定図 

〇浅見翁銅像は高村光雲でなく息子の光太郎の 

      作品であることを作品台帳から立証した 

〇岩村大将陣の日露戦争の忠魂碑の六個の砲弾 

      はロシアの戦利品であることが判明 

〇その他史実が多々掲載されています 

 

6/12に続き、今年度2回目となる岩村

城跡の清掃作業を実施します。 

集合場所：岩村歴史資料館前 

時    間：午前８時集合＜10 時半頃終了予定＞ 

作業内容：石垣の清掃、草刈り、刈り草の処理 

持 ち 物：草刈機（燃料は用意します）、鎌、脚立など 

主 催：城下町ホットいわむら 笑顔発信チーム 

共 催：岩村城を守る会 

：岩村城再建構想実行委員会 

：恵那市観光協会岩村支部 

いわむらのシンボル“岩村城跡”をみんなの力で美しく！ 

“いわむら”のまちづくりに一緒にな

って活動していただける方大募集！ 

城下町ホットいわむらの活動のなか

で、これなら協力できそうだな！と思

ったり 興味のある活動があれば、気

軽にお問い合わせ下さい！！ 
 

問い合わせ先： 

城下町ホットいわむら事務局 

（電話・FAX 43-4622） 

TEL 0573-43-2112 

「城下町ホットいわむら」 

会員募集中！ 

 

 ふれあいの舘で販売中！ 

A4 版 123 ページ １，５００円（税込み） 

岩
村
城
落
城
・
秋
山
信
友
の
磔
刑
に
つ
い
て
記
し 

信
長
が
家
康
に
宛
て
た  

111111

黒
印
状 

を
発
見 

城跡清掃終了後、山城を学ぶ勉強会を開催します。 

日時：7 月 30 日（土） ※清掃終了後 

場所：岩村歴史資料館前 

講師：三宅唯美氏（恵那市教育委員会文化課課長補佐）



夏を体感しよう！！ 
2011 いわむらの夏 イベント情報 

 
 

 

 

 

土曜夜店 
日時 ７月１６日（土） 19:00～21：00 

日時 ７月２３日（土） 19:00～21：00 

 
 

 

 

 

 

岩村本通りを遊歩道にして“いわむら土曜夜店”

を行います。 

16 日は金魚すくい（町内の商店でお買物 300 円

ごとに補助券 1 枚を進呈。5 枚で 1 回挑戦または 1

回 100 円） 

23 日は各町内でお楽しみイベントとしてバザー

などを予定しております。 

また、16 日・23 日ともに 20：00 より、無料で「お菓

子のつかみ取り大会（小学生まで）」を行います。皆

様のお越しをおまちしております。 
 

岩村町商店会 

 

 

 

夏まつり 
日時 ８月６日（土）18:00～22:00 

日時 ８月７日（日）13:00～21:00 
8/6 大変装行列は 19:00 スタート 

8/7 こどもみこし・あまごつかみ・抽選会 
 

昭和 23 年から続く、町民の創意・工夫・手作りの「第

64 回夏祭り大変装行列」をぜひ見に来て下さい。 

元気な子供（小学生以下）大集合。商工会青年部によ

る“子どもみこし”多くの参加をお待ちしております。 

 

 

 

 

大変装行列 

各行事の日時、参加要綱など、詳細は後日の新聞折り込みチラシをご覧下さい 



  

町のシンボル岩村城址を美しく！ 
～８０人の有志が一斉清掃に集結～ 
  

6 月 12 日、まちづくり実行組織「城下町ホットいわむら」の主

催により、岩村城跡周辺の清掃作業が行われました。この活動

は、市のシンボルの岩村城跡を「みんなの手で美しくしよう」と毎

年、3 回ほど行っています。 
 

 

清掃活動には、町内の各種団体や消防団、市外の方など約

80 人が参加。城跡、岩村歴史資料館、太鼓櫓（やぐら）周辺の

清掃・草取り作業に汗を流しました。2 時間ほどの作業で、見違

えるほどきれいになりました。 

きれいになった「岩村城跡」に足を運んでみませんか。 

 

ホタルから地域の環境を知る 
～飯羽間ホタル祭りも１０歳になりました～ 

 

「飯羽間ホタルまつり（飯羽間ホタル舞の郷構想実行委員会主

催）」が6月18日、飯羽間浄化センター前広場で行われ、岩邑小学

校児童による“ホタルの一生についての勉強成果発表”や、中国琵

琶と笛のミニコンサートなどがステージで行われました。また、地域 
 

  
 
 

 

 
 

の環境を考える新たな取組みとなる「ビオトープ計画」のパネル展

示もありました。まつりの運営には、岩邑中学校の生徒約30名がボ

ランティアで参加。「みんなで協力し、ホタルがたくさん飛ぶきれい

な地球環境を創る努力をします」というホタル宣言が発表された

後、竹灯篭に火が灯され、会場の雰囲気を盛り上げました。 
 

 

 

 

 

 

味の決め手はらっきょう酢？ 
～第９回 伝えたい味・教わりたい味～ 

ほうば寿司編 
 
 6 月 25 日、ふるさと富田会館において、ボランティア配色サー

ビス「すみれ会」のメンバー8 名の方に講師になっていただき、ほ

う葉寿司づくりを行いました。 

 大人 25 名、子ども 6 名、総勢 31 名で作りました。 

 子どもたちは役割を分担し、保護者の方と一緒にすみれ会の

方々に米とぎや薄焼き卵の上手な焼き方、しいたけの切り方な

ど、ひとつひとつ丁寧に教えていただきました。 

 それぞれの家庭とはまた違った方法やコツを習うことができ、

「こんな方法は、初めて知りました。是非、家でも作ってみます。」

と保護者の方々から感嘆の声もあがっていました。 

 準備できた具材を並べて、ほう葉にのせていく作業は、みんな

が思い思いの盛りつけをし、楽しくできました。 

 

 

 

 
  

 
  

酢飯にはらっきょうの合わせ酢を使用 

風味豊かでやさしい味の酢飯になりました 

（こどもの感想） みんなの感想 （おとなの感想） 

☺すごくたのしかった。また、おうちでもつくりたい。きょうのこと

をわすれず、はやくかえってつくりたい。 

☺むすぶ（ほうば寿司を包む）のが、さいしょむつかしかったけ

ど、さいごのほうはじぶんでむすべてうれしかった。また、おう

ちでもつくりたいな。 

☺おかあさんとつくってまたたべたい。 

☺いえでつくるときは、たまごととまとときゅうりとゆかりとさけと

1 しょうがをいれてたべたいな。 

☺こどもに色々な経験をさせてあげることができて良かったです 

☺すみれ会の方々が温かく・親切に教えて下さって、時間の流れ 

1 忘れ、楽しく参加することができました。 

☺初めてほうば寿司をつくり、葉をちぎる所から具をつくる所までし

っかりと教えていただき、とても楽しかったです。 

☺知らないことが意外にたくさんあり、勉強になりました。 

☺また、こどもと料理ができたらいいと思います。 

☺良かったぁ～。毎回参加してます。今後も期待しています！ 

脚立を架けて石垣を清掃 

する消防団関係の参加者

小学生による発表 

中学生による発表 中国琵琶の演奏 

中学生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

ほうばの葉を準備 そして具を準備 

たまご焼きを焼いて 盛りつけて包む 



1 

2011 城下町ホットいわむら の取組み 1 

 

ここでは 6 月号でご紹介した「地域計画」に基づく、「ホットいわむら」 

本年度の取組みを今後、数回に分けてご紹介します。 

 

 

東日本大震災 義援金のお礼 
 

3/15～6/301,658,096 円 
 

3 月 11 日に発生した東日本大震災で被災されたみなさまに、心より

お見舞い申し上げます。また、お亡くなりになられました方に対しまして、

心よりお見舞いを申し上げます。 

岩村町では、岩村地域協議会（宮沢博光会長）と岩村町自治連合会

（勝川哲男会長）の呼びかけで、3 月 15 日に岩村町内の「町並みふれ

あいの舘」「岩村診療所」「岩村公民館」に義援金箱を設置いたしまし

た。皆様の善意により、6 月末受付分までで、岩村振興事務所に設置の

義援金箱分とあわせ、合計 1,658,096 円が集まりました。お寄せいただ

きました義援金については、日本赤十字社を通じ、被災地にお届けしま

す。ご協力ありがとうございました。 

みなさんもご承知のとおり、被災地の状況はいまだ厳しく、復興まで

の道のりは長く険しいものになるかと思います。義援金箱については、7

月以降も引き続き、設置をいたしますので、みなさまのご協力をお願い

いたします。 

 

 

 

郷土料理・文化伝承事業 みそづくり体験 

米作り体験事業 H23.5.28 田植え作業 

 

岩村地域自治区 地域計画 ≪健康福祉部門≫ 
 

①安心カード活用対策事業 

安心カードを使用して何ができるかを検討する。 

②命のふれあい体験事業 

産業祭当日に移動動物園を呼び、命の大切さや優しい気持ちを 

育む。 

③郷土料理・文化伝承事業 

ほう葉・郷土料理・からすみづくりなどを通して、郷土料理・文化の 

伝承に取り組む。 

④特別支援学校夏まつりバザー支援事業 

特別支援学校の夏まつりでバザーを行う。 

⑤障がい者支援制度事業 

障がい者に対する各種支援制度について関係者と勉強会を開く。 

⑥福祉課題調査検討事業 

地域計画に定めた福祉に関する事業について、実施・準備中 

・未実施の観点から整理し、今後の事業選定の検討をする。 

また、福祉の専門家を招き、福祉に関する知識を高める。 

⑦足の確保調査検討事業 

高齢者や障がい者の足の確保、町内巡回バスの利便性の向上など、 

様々な課題の実現性を検討するため、他地域の実例を調査・研究する。 

⑧米作り体験事業 

地域の大人や親、子どもと共に学びながら育っていけるように米づくり 

教室を開催する。 

受付期間：3/15～6/30    単位：円 

 計 

岩村振興事務所 1,572,558

岩村診療所 43,923

岩村ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 13,880

町並みふれあいの舘 27,735

計 1,658,096

 

 
復興の狼煙ポスタープロジェクトより （写真は釜石市） 

詳しくはホームページで  http://fukkou-noroshi.jp/ 

復興の狼煙プロジェクト
 

がれきが残る街で前向きに生き

ようとする住民の姿をとらえた写

真にコピーを添えたポスター。全

国から反響があり、「復興の狼煙

（のろし）」ポスタープロジェクトと

して販売されている。収益は義援

金に回される。 
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城下町ホットいわむら 



   
 
  
 

 
伊豆市立修善寺南小学校５２人が修学旅行で来校 
 

６月２日の出来事です。修善寺南小学校では，「加藤景廉・景朝（岩村地頭）」

を学習してみえます。縁のある岩村に来町されました。本校では，「知新門」「佐

藤一斎」「加藤景廉」などの話を聞いてもらいました。知新門がなぜ学校に設立

されたのか，また，その願い（約束を守る子・思いやりのある子・勉強して大切な

ことを見つける子）などを阿谷教頭先生から説明がありました。どの子も真剣に

聞いていました。その後，先人ギャラリーや校舎内を案内し，本校の児童とふれあ

いの時間をもちました。 

   

数日後，お礼の手紙がきました。その一部をご紹介します        
 

 

    
 

イベント／日程／場所 詳細 
  

 

 
 

紙ねんどで遊ぼう 
８月３日（水） 
10：30～11:30 

ふるさと富田会館 

紙ねんどで、今年の夏の思い出をつくりましょう！ 

＜対 象＞未就園児を持つ親子とその兄弟 15 組 

＜費 用＞材料費要 

 

 

こぎつねの森 夏まつり 

８月２６日（金） 
10：30～11:30 

ふるさと富田会館 

今年も夏祭りを企画しました。 

小さなお子様が楽しめる内容のお店をいくつか用意します。 

懐かしいポン菓子の袋詰めもあります。遊びに来てね♪ 

＜対 象＞未就園児を持つ親子とその兄弟 20 組 

＜参加費＞100 円／一家族 

お土産の準備がありますので、ご予約ください 
  

８月誕生日会 

８月２９日（月） 
11:00～11:30 

こぎつねの森 

毎月、月末最終週に、お誕生日会を開催しています。 

（日程はお問い合わせ下さい） 

お子様の一年の成長を、パパとママの一年の頑張りを、 

同じ子育て中のみんなでお祝いしたいと思います。 

お子様はもちろん、パパとママもおめでとう！ 

お誕生月のお友達はもちろん、それ以外のお友達も一緒にお祝

いしに来てね♪   

 ＜対 象＞未就園児を持つ親子  

こぎつねくんわーるど 情報 
詳細は「こぎつねの森」に直接お問い合わせ下さい 

開館・・・月・水・金 10：00～15：00 

電話 0573（32）1121 

岩村の子どもたちの学校の様子をホットだよりに掲載！ 
子どもたちの学校での様子を地域の皆さんにどんど
ん紹介します！ 

岩邑小学校 

修学旅行で来校した小学生たち 

☺岩邑小学校の門はとても立派でした。すぐに話しかけてくれたり，明るいあい

さつをかけてくれたりして，とても気持ちよ 

かったです。学校全体が広くきれいな教室ばかりでした。 

☺岩邑小学校で教えてもらったことを総合的な学習に生かしたいと思います。 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

コミセンにホタルが舞いました 
 
 ３月２７日、二村新聞舗様のご支援により、岩村町青少年

育成町民会議主催の「親子によるゲンジボタル幼虫の放流

会」で放流した幼虫が立派に成長して、大きなゲンジホタ

ルになり、中溝川の周辺（コミュニティセンター駐車場と国

道の間の川）を飛び回っていました。まだ数が少ないですの

で、今年度も幼虫を放流して、もっと沢山のホタルがコミュ

ニティセンターの周りを飛ぶようにしたいと考えています。 
 

 

 
コミュニティセンター近くを舞う“ホタル” 
       

 

子ども達が俳句づくりに挑戦！ 
 

７月の「知新塾 バラエティー講座」は俳句作りで、講師は

岩村俳句会の高井修一先生と吉村直美先生でした。俳句

の約束事などの説明を聞いた後、コミュニティセンター周辺

を吟行しました。子ども達にとっては初めての俳句作りでし

たが、素晴らしい作品が出来ました。作品を紹介します。 

   

なつにはね しおからとんぼ でてきてね   まさと 

夏の川 ひかりあたって さらさらと     花純 

太陽に てらされあつい 夏のひび      ゆうな 

水
あめ

馬
んぼ

を 追い続けたら 見失う       祐輝 

夏の風 あたっていると すずしいね さゆり 

石ころが つるつるきらり なつの日に    柚葉 

ふゆのとき ゆきがふったら 外へでる    ゆうな 

夏の川 つめたい水が ながれてる      ゆき歩 

川の上 トンボが飛んで 楽しそう      佳那 

夏がきて プールに入り きもちいな     ことみ 

きもちいな なつの風が ふいている     はるみ 

夏の風 冬の風より 温かい         隼哉 

夏の川 プールよりもね つめたいな     ゆきな 
 

 

 

 
小学生から積極的に質問の声があがりました 

 

 
ひらめいた“渾身の一句”をしたためます 

 

 

 

 

 

６月  

利用者数 

 １ ， ７ １ ７人 

いわむらコミュニティセンター 

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION 

岩村町の人口（平成23 年7 月1 日現在） 

総数 5,435 人 （+2） 

男 2,620 人 （+6） 

女 2,815 人 （－4） 

世帯 １，８６４世帯 （±０） 
（     ）内は前月との比較 

図書室の本を返して下さい 

図書室に返っていない本が沢山あります。今一度、家の

本棚などを見られて、公民館の本がありましたら、すぐお

返し下さい。 

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION 



 
 

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFORMATION 

    いわむらコミュニティセンター情報 
IWAMURA COMMUNITY CENTER INFORMATION 

 

８月の乳幼児学級 

「手作りおもちゃで遊ぼ」（お父さんも一緒） 

牛乳パックやペットボトルなど身近にあるものを使って簡単

なおもちゃを作ります。共に遊ぶことで手作りの温かさを子

どもに伝えることの大切さがわかります。 

日時 ８月１７日（水）午前１０時より 

場所 岩村コミュニティセンター 大会議室 
 

第７回 恵那市少年の主張大会 

岩村町から阪上愛心穂（まなほ）（岩邑中３年）さんと西村

実奈美（岩邑中３年）が出場されました。阪上さんは「勇者の

背中」、西村さんは「先人からの伝言」と題され、堂々と発表

され、会場から大きな拍手を頂きました。 

審査の結果、阪上さんは優秀賞、西村さんは奨励賞を獲

得されました。 
 

夏祭り協賛 作品展示 

８月６日（土）、７日（日）の夏祭りには、文化振興会岩村支部の

サークル活動の作品発表があります。皆さん是非、ご覧下さい。 

木 村 邸 
岩村俳句会（俳句） 

岩村短歌会（短歌） 

土 佐 屋 
竹酔会（竹工芸） 

能登様陶芸クラブ（陶芸） 

勝 川 家 

大書心会（書）  

カトレア会（絵手紙）  

楽書会（書） 

美術の館 水墨画サークル（水墨画）  

能が楽しくなる勉強会 

いわむら城址薪能に出演される玉井博祜さんを講師に、勉

強会を開催いたします。 

能についての所作や作法など子どもから大人までわかりやす

くお話していただきます。 

「いわむら城址薪能」を少しでも身近に感じてもらい，親しんで

観てもらいたいと企画しました。 

この機会にぜひご参加ください!! 

日 時 ：平 成 ２３年 ７月 ２６日 （火 ）開 演  午 後 ７時  

会 場 ：岩 村 コミュニティセンター（岩 村 公 民 館 ） 

 

 

 

８月の活動 
日 曜 講  座・サークル活動 

1 月 休館日  

2 火 竹酔会 みどりすこやか会 

3 水 初歩のフラダンス 

4 木 竹細工(こども) 

5 金 初めての太極拳 少年少女雅楽クラブ  

サンコーラス 

6 土 ガラスコップアート  

大書心会 夏祭り協賛作品展示  

7 日 夏祭り協賛作品展示 

バラエティー講座 てくてくの旅  

8 月 休館日  

9 火 茶の湯をたしなむ  

10 水 吟詠辰城会 国際交流協会 

11 木   

12 金 少年少女雅楽クラブ サンコーラス 

13 土 大書心会 

14 日   

15 月 休館日 

16 火 竹酔会 健康体操 みどりすこやか会 

17 水 乳幼児学級 寿美和会  

史跡石仏巡りウォーキング 

18 木   

19 金 初めての太極拳 少年少女雅楽クラブ  

サンコーラス 

20 土 健美操 大書心会 いわむら一斎塾  

ことぶき相談 「ふるさとがえり」上映 

21 日 郷土史講座 かんたんピザ作り 

22 月 休館日 

23 火 佐藤一斎讃歌舞い 夏の友「草木染め」  

人権相談 

24 水 吟詠辰城会 

25 木 カトレア会 

26 金 サンコーラス 少年少女雅楽クラブ 

27 土 大書心会 岩村城址能 

28 日 ロビーコンサート 友楽会 夏の友「俳句」 

29 月 休館日 

30 火   

31 火   

 




