
 

 

 
 
 
       
 
 
 
 

 

 

 
おかげさまとは感謝を表す言葉。おかげさまとは他人から受ける利益や恩恵を意味する「お陰」に「様」をつけて丁寧にした言葉。他人から受けた助力や親切に対して感謝の意をこめていう言葉。みなさまのおかげです。 

 

おかげ
・ ・ ・

さま
・ ・

 という感謝の心で 
 

産業祭と歴史の町並みウォーキングを同日に！！ 
 

いわむら城下 おかげまつり を開催 
 

おかげさまとは感謝を表す言葉。おかげさまとは他人から受ける利益や恩恵を意味する「お陰」に「様」をつけて丁寧にした言葉。他人から受けた助力や親切に対して感謝の意をこめていう言葉。みなさまのおかげです。 

 

産業祭で好評だった友好市町村市場は今年も！ みんなで餅つき！！その場で試食！？  

紅白の餅が空に舞い、大歓声があがる「餅投げ」 またまた移動動物園がやってくる！！ 
 

平成 23 年 11 月 13 日（日）昭和 58 年から 28 回を数えた「岩村町産業祭」がリニューアルします。歴史の

町並みウォーキングと産業祭が一体化して「いわむら城下おかげまつり」に生まれ変わります。これまでの産

業祭の伝統を踏襲し、新たな企画に挑戦します。是非ご来場ください。 
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地域懇談会のお知らせ 
 

今年は座談会形式で！ 
 

下記の日程で「地域懇談会」を開催します。 
今回の地域懇談会は、今夏開催された座談会「いわむ

ら夏の陣」を踏襲し、より多くの方々に、そして、より
ざっくばらんに、様々なご意見をお伺いすることができ
るよう、いくつかのグループをつくり、座談会形式で開
催することとなりました。 

年に一度の貴重な機会ですので、多数のみなさまのご
参加をお待ちしております。 

尚、懇談会には、市長・副市長・教育長をはじめ、市

の幹部職員が出席いたします。 
 

■座談会テーマ■ 

みんなでやろまい・故郷いわむらの誇り・魅力づくり 
 

☺日時：11 月 14 日(月) 

☺午後７時 00 分から 

☺場所：岩村コミセン 

  （大ホール） 

☺市側出席者： 

市長以下各関係部長 

☺主催：岩村地域協議会 

☺お問い合わせ先： 

岩村振興事務所 

  振興課 安藤 TEL43-2111(内線 212) 

 

 

 歴史読本第二巻発売中！ 
 

H23 年度は 3 回の勉強会 
 

歴史読本第 1 巻は平成 20 年秋に出版され、好評のうち

に完売しました。第 2 巻は、更なる史実の掘りおこしを

行った成果として、本年 5 月末に発刊されました。 

その内容を下記 3 回にわたり、勉強会を行いました。
  

◇ 第 1 回 5/29 発刊に当り内容の勉強会 

◇ 第 2 回 7/10 岩村藩主と諸家譜勉強会 

◇ 第 3 回 9/18 岩村城内の仏像勉強会 
 

各回とも市内の歴史愛好

家らに熱心に聴講いただ

き、みなさんから歴史掘り

おこしの成果に暖かい拍手

を頂きました。尚、現在、

委員会として引き続き、資

料収集を行い「第三巻」の

発刊をめざして編集中を進

めております。ご期待くだ

さい。 
 

ふれあいの舘で販売中！ 

 

 

 

  
  言志祭（げんしさい） 

 

～佐藤一斎まつり～ 
 

岩村藩出身で幕末の大儒学者、佐藤一斎先生の遺徳を

偲ぶとともにその業績を顕彰し、あわせて人間として理

想を掲げ常に志を高くもって学び続けることが大切で

あるという価値観をみなさんと共有したく、下記により

言志祭と言志祭記念講演会を開催します。 

 

◇顕彰祭 平成 23 年 10 月 22 日（土） 

1 時間 午前 10 時～午前 11 時 

2 会場 佐藤一斎銅像前 

（雨天：岩村コミュニティセンター） 

3 次第 

  一、献花       二、顕彰のことば 

  三、一斎翁を称える  四、献詠、合唱、舞踊 

  五、言志四録 素読 

 

◇記念講演会 平成 23 年 10 月 22 日（土） 

1 時間 午後 1 時 30 分～午後 3 時 

2 会場 岩村コミュニティセンター大ホール 

3 演題 佐藤一斎が今に問いかけるもの 

4 講師 神渡良平氏（作家） 

    （「三学戒」碑建立発起人） 

    （佐藤一斎『言志四録』を読む編著） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

◇記念特別展 

1 期 間 平成 23 年 10 月 12 日（水）から 11 月 27 日（日）

2 会 場 岩村歴史資料館（休館日：月曜日） 

3 展示品 佐藤一斎関係書籍・六曲屏風・掛軸 ほか 

 

主催 佐藤一斎顕彰会 

協力 NPO 法人いわむら一斎塾・恵那市 

恵那市教育委員会・(財)恵那市文化振興会岩村支部 

 

-------問い合わせ先----------- 

岩村コミュニティセンター 電話 0573-43-3722 

 

第 15 回記念 

今年は座談会形式で！ 

【訂正とお詫び】第二巻に浅見興七の妻、三好学の長女は 

間違いでしたのでお詫びして訂正します。 
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ひなまつり構想委員会 始動 
 

町がより賑わい・潤うひなまつりに！！ 
 

平成 23 年 9 月 30 日、岩村振興事務所にて、第 1 回「2012 い

わむら城下町のひなまつり賑わい構想委員会」が開催されました。 

委員会では規約の承認、プロジェクトチームの編成、役員の選任

などが行われ、委員長には女城主の里にふさわしく、女太鼓で活躍

いらっしゃる鈴木和代さんに就任をいただきました。来年春の実施

に向けて、他市町村で開催されるひなまつりとの差別化をどのよう

に図るか、また、どのようにしたら町が賑わい、そして潤うのかなどを

テーマに「企画」「もてなし・見せ方」「広報」の3つのプロジェクトチー

ムを組織し、事業を進めていくことになりました。 

次回、ひなまつり構想委員会（全体会議）は平成 23 年 10 月 28 日（金）に、10 月 6 日（木）には「企画チーム」が、10 月 17 日

（月）には「広報チーム」がそれぞれ会議を開催します。（場所・時間はいずれも岩村振興事務所で 19 時 30 分から）構想委員

会・各プロジェクトチームにはどなたでも参加いただくことができます。興味のある方、また「夢」のある方は是非、ご参加くださ

い。参加のご連絡は、町並ふれあいの舘まで、（電話 43-4622）お気軽にどうぞ！ 
 

 

 

いわむら秋まつり 

～神輿渡御行列と獅子舞～ 
 

平成 23 年 10 月 1 日・2 日、いわむら秋まつりが開催されまし

た。 

神輿渡御行列は、武並神社～岩村本通り～八幡神社間で行

われ、歴史装束に身を包んだ華やかな行列と多くの見物客で賑

わいました。歴史の町並みといにしえの祭のコラボレーションを写

真におさめようとカメラの砲列が町並みに並んだ様子も印象的で

した。 

 

 
神輿の“御案内役”として行列に参加の 

可知義明市長と元岩村町長山上哲司さん 

 

1 日の行列には、合併以来はじめて可知義明恵那市長が参加

され、元岩村町長山上哲司さんと“神輿の「御案内役」”をつとめ

られました。そのほか、例年通り、静岡県伊豆市修善寺町の議会

議員さんには右大臣・左大臣をつとめていただきました。 

また、1 日の夜には「岩村町獅子舞保存会」による獅子舞が岩

村本通り内の5箇所で演じられ、庚申堂前では幾重にも観客の人

垣ができ、時折歓声が沸きあがるなど、大変な盛り上がりをみせ

ていました。 

 

 

 
1 日夜の獅子舞 写真の演目は「葛の葉」 

 
 
 
 

 

   

111ゆっくりと歩を進める行列   色鮮やかな花馬 
 
 

 

 
 

   

11111111111111神様をのせた神輿がゆく  おごそかな雅楽の演奏 

 

akihiro_kondou
テキストボックス
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上町まちなか交流館オープン 
かつての職人街に、 

ものづくりの交流拠点が誕生 
 
 平成 23 年 10 月 1 日、歴史情緒あふれるいわむら秋まつり

神輿渡御行列が歴史の町並みを彩るなか、本町二丁目の旧中村

ふとん店が「上町まちなか交流館」としてオープンし、“もの

づくりの拠点・発信地”として再生。その開所式が行われまし

た。 

上町まちなか交流館は、旧中村ふとん店を約 1 年かけ市が改

修した施設。岩村町で継承された竹細工や木工、わら細工など

の技を、職人のまちであった上町で次世代へ伝えるため、地域

住民の交流の拠点としてオープンしました。施設は、木造瓦ぶ

きの 2 階建て。1 階は会合や集会、体験教室、絵画などの作品

展示など、多種多様なイベント・活動に利用していただくこと

ができます。 

開所式には、可知義明恵那市長をはじめ、多くの関係者が出

席。この建物の指定管理者となる城下町ホットいわむら瀬戸利

之会長が「大勢の人に利用してもらい、賑わいの発信地になる

ように努めたい」と挨拶。その後、テープカットが行われ、開

所を祝いました。 

 秋まつりが開催されている 1･2 日の 2 日間は、オープニング

イベントとして、竹酔会（ちくすいかい）による竹細工作品や

町内の方々による絵画・絵手紙などの記念展示があり、竹細工

の体験コーナーも設けられるなど、ものづくりの発信拠点の幕

開けに相応しいイベントとなりました。特に、竹細工体験コー

ナーでは、参加者が約 2 時間をかけて作品を編み上げ、ゆった

りとしたひと時を過ごして頂くことができました。このこと

は、まさにまちなか交流館の一つの利用方法の実践といえ、今

後、竹細工のみならず各種のものづくりに関する体験教室など

に利用され、交流館がその名のとおり「ものづくりを通した交

流の拠点」として育っていけるよう、皆様のご利用をお待ちし

ております。 

竹細工教室の実施や作品の展示にあたり、竹酔会の成瀬卓三

様、山口十郎様、公民館講座（竹細工）の受講生の皆さん、そ

して、絵画、絵手紙の展示については、熊谷計芳さん、長谷川

典子さん、吉村綾子さん、「NPO いわむらでんでんけん」みな

さまなど、多くの方々のご協力により、館内に多くの作品を展

示することができました。ご協力ありがとうございました。 

また両日は、本町地区の住民の皆様をはじめ多くの方々に、

館内・展示物の様子を見学していただき、まちなか交流館の活

用方法について多くの意見をいただきました。ありがとうござ

いました。上町まちなか交流館が岩村町に密着した有益な施設

となるよう、皆様のご意見をお待ちしております。 

施設の利用に関する申し込みやお問い合わせは、城下町ホッ

トいわむら事務局まで。 

（町並みふれあいの舘：電話 43-4622） 

 
 

 

 

 
みなさん笑顔でオープニングテープカット 

 

 111  
ホット瀬戸会長のご挨拶   鈴木副会長による概要説明 

 

 111111  
風情ある交流館の佇まい          絵画の展示 

 

 111111  
竹細工作品の展示         竹細工体験コーナー 

 

 
交流館の前を神輿渡御行列がゆっくりと通りすぎる 

～お礼～ 
まちなか交流館のオープンに伴い、 

■本町一丁目の森様より 

『座布団 20 枚』 

■吉浜人形の会長様より 

『吊しびな一体』 

をそれぞれ、寄贈していただきました。 

ありがとうございました。大切に利用させて頂きます。



 

親子で米作り体験の集大成！ 
～稲刈りで実りの秋を体感～ 
 

 

９月 19 日、富田地区のその名も「ホットな田んぼ」

で、地元の親子連れ総勢 29 名が稲刈りやはざ掛け作業

を体験しました。 
 

金色に実った稲を鎌で丁寧に刈り取っていきます 
 

この稲刈り体験は、5 月の田植え作業、７月の除草作

業に続き、行われた「親子で米作り体験」の集大成！

 稲刈り当日は、「農村景観日本一を守る会」のメンバ

ーの方々の協力で、子どもたちは鎌を上手に使って

次々と稲を手際よく刈り取っていきました。米を作る

には様々な手間が必要。お米のありがたみを改めて知

ることとなった一日でした。 

とれたお米は、11 月 13 日の「いわむら城下おかげ

まつり（産業祭）」で販売される予定です。お楽しみに！
 

 

農村景観日本一の田園をウォーク！ 
 

秋の月待ちお堂めぐり開催！ 
 

今年も「農村景観日本一」富田地区で、毎年恒例の「秋

の月待ちお堂めぐり」が行われ、さわやかな秋空の中、約

900 人が参加し、秋の味覚とウォーキングを楽しみました。
 

 

 

 

 

 

 

  

11111111111111111111茅の宿でホッと ひと息   111111111特賞新米 30 ㎏の当選者様 
 

参加者は、スタートからゴールまでの全長約７キロの道

のりを思い思いのスピードで歩き、のんびりとした雰囲気

の中で、田舎の情緒を満喫されたようでした。 

コースの途中に設けられた地域の方による休憩所やコー

スイベントは参加者のひと時の憩いの場となっていまし

た。ゴールとなった富田会館では、地元産農産物の直売市

や岩村城女太鼓の出演、お楽しみ抽選会があり、イベント

に花を添えました。 

また、抽選会終了後、参加者全員にもれなく参加賞の野

菜等が配られました。日本一の田園産の新鮮な野菜は、地

元の方にも、遠方からの参加者にも大変喜ばれました。 
 

○遠来賞･･･東京都江戸川区 浅井薫平さん 

○特 賞･･･米３０キロ 寺社下ひとみさん 

○野菜重量当てクイズ： 

おばけかぼちゃ（正解 122.6 ㎏） 

 ※正解者なし。ニアピン賞 5 人。 
 

  

2011 城下町ホットいわむら の取組み 1③ 
 

平成 23 年度のホットいわむらの取組みを紹介するこのコーナー。 

第３回目の今回は「産業振興」「教育・文化」に関する取組みについて 

ご紹介します。 

 

 

 
                   

 

 

 

＜産業祭対策事業＞ 

 
検討の結果、今年、産業祭が「おかげまつり」に！

 

＜城跡の清掃整備事業＞ 

 
1 平成 23 年は既に 6 月・7 月に二度実施しました 

岩村地域自治区 地域計画 
 

≪産業振興部門≫ 
 

①産業祭対策事業 

▽町内の特産物や特産品を広くＰＲするとともに、ゆかりの郷・ふるさと

協定の各地域と協力し、交流の促進を図り、交流人口を増やす。 
 

≪教育文化部門≫ 
 

①城跡の清掃整備事業 

▽岩村町のシンボル「岩村城跡」を地域住民の手で清掃・整備する 

など、その保存活動に取組む。 

②郷土偉人顕彰事業 

▽郷土の偉人や歴史的偉人に関するマップの作成やＱＲコードによ 

る映像等の情報を配信し、町民・観光客に提供する。 

▽各種行事、イベントに参加し、産業・教育・文化・観光など、あら 

ゆる分野において交流を深めながら相互の発展に努める 
 

③武家屋敷街利活用事業 

▽岩村の武家屋敷街（加納家：新道、小川家：江戸町）の利活用に 

ついて調査研究を行う。 
 

☺城下町ホットいわむら会員募集中☺ 問合せ 43-4622 ふれあいの舘まで 
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1 こんにちは！恵那特別支援学校です 
   

～ ｢知新祭｣ のご案内 ～ 
 

日頃から恵那特別支援学校にご理解、ご協力をいた

だきありがとうございます。 

下記のとおり｢知新祭｣（学校祭）を計画しております。 

 岩村町に移転して２年目となった本年度は、児童生

徒数も増え、学校内の整備もできましたので、地域の

皆様にも、是非「恵那特別支援学校」の児童生徒の様

子を見ていただきたいと思います。 

お誘い合わせのうえお出掛けください。 
 

 ◎平成 23 年 11 月 11 日（金） 

９：３０～１４：５０ 

ステージ発表 
 

 ◎平成 23 年 11 月 12 日（土） 

９：３０～１４：００ 

    ステージ発表 

有志による音楽演奏など 

１２：００～１３：３０                           

ロックビレッジバザール 

【生徒作業作品・製品の販売】  

                

＊駐車場は体育館上手駐車場またはグランドをお使い

ください。 
 
   

 
    

 

 

 

  

運動会スローガン 

『全力・団結・元気のわ』 
 

９月２４日に晴天のもと運動会を開催いたしまし

た。全校児童２８７名が赤組・黄組の２団に分かれ

て競技を行いました。どの種目も力一杯動き回る子

どもたちの姿がありました。１・２年生の「八木節」，

３・４年生の「花笠音頭」，５・６年生の「組み立て

体操（絆）」は特に練習時間を多く費やしました。繰

り返し練習することで集団の美しさを追求していま

した。次第に動きにキビキビさがそなわり，力強さ

と美しさが出てきました。当日ではその様子を会場

に来られたみな様が感じてみえたと思います。 

子どもたち自身が真剣にやればやるほど「できる

ようになる」ということ「自信」をもつことができ

たと思います。 

多くの地域のみな様にご来場をいただき感謝してお

ります。 

 

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！ 

 

今月は 

岩邑小学校 

恵那特別支援学校 

知新祭 
11.11～11.12 

ロックビレッジバザール 

ステージ発表 

５・６年「絆」 

3・4 年「花笠音頭」     1・2 年「八木節」 



 
 
 
 
 
 
  

 

知多市 みんよう発表会 友楽会が出演 
 

1 

恵那市文化振興会岩村支部は知多市と

の交流事業の一つとして、毎年「みんよう

発表会」に出演しています。9 月 23 日、

知多市勤労文化会館つつじホールで行わ

れ、今回は、三味線「友楽会」の皆さんが

出演されました。素晴らしい演奏と歌で、

会場からは手拍子と沢山の拍手を頂きま

した。「みんよう発表会」に出演すること

は、夏祭りに知多市文化協会の「手踊り」

を披露してくださる返礼の意味もありま

す。ふるさと協定交流事業の一環。 

 

 

市民講座 後期 始まりました  
 

後期の市民講座が始まりました。受講生の皆さんは「三学のまち」にふさわしく、それぞれの講座で真剣に学んで

おられます。人数のゆとりのある講座もありますから、お問い合わせの上、受講申し込みをして下さい。 
 

バラエティー講座（おもしろ科学） 
 

和風小物簡単ソーイング 

  

 

いよいよ大規模改修が始まります 
 

10 月11 日から、念願だったコミュニティセンター（公民館）の大規模改修が始まります。主に空調設備、トイレ、

廊下、床、照明などの改修です（屋根と大ホールはH24 年度改修）。工事中、市民の皆様にはご迷惑をおかけしますが、

よろしくお願いします。講座、サークル活動、会議等の会場変更があることをご承知下さい。 
  

 

 

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10 月１日現在） 

総数 5,438 人 （＋4） 

男 2,616 人 （±0） 

女 2,822 人 （＋4） 

世帯 １，８72 世帯 （＋2） 
（     ）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 

 

11 月の乳幼児学級 
 

11 月の乳幼児学級は「記録を残そう」です。 

子どもさんの成長の記録を残します。 

[日時] 平成 23 年 11 月 16 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 
 

おたずね （石塔が行方不明） 
 

振興事務所前の丸山墓地に設置されていた徳住名号塔

が見あたりません。高さ 95cm の自然石でできており、「南

無阿弥陀仏 徳住」と刻んであり、「南」の文字が丸文字

になっているのが特徴です。心当たりの方は、岩村コミュ

ニティセンター（岩村公民館）にご連絡下さい。 
 

読書の秋です 本を読みましょう 
 

図書室では、新刊書を多く購入しました。 

これからは古い本を入れ換えていくつもりです。児童

書・紙芝居も購入しました。秋の夜長を読書で過ごされた

らいかがでしょうか。どしどしご利用下さい。新刊書の一

部を紹介します。 
 

新刊書 著者 

紙芝居 ごんぎつね  

紙芝居 おじいさんとおばけ  

紙芝居 かっぱのすもう  

ディズニーゴールド絵本 

 ファイティングニモ他 
 

ＮＨＫ趣味の園芸シリーズ 川原田邦彦他著 

京都の古寺入門  佐々木昇著 

犬どろぼう完全計画  バーバラオコーナー作 

子どもを放射能汚染から守り

抜く方法 
武田邦彦著 

龍馬奔（はし）る  山本一力著 

心を整える  長谷部誠著 

徳川秀忠 福田千鶴著 

  

 

１１月の活動 
日 曜 講 座・サークル活動等 

1 火
竹酔会 

ジャンプそろばん    

2 水 フラダンス 

3 木 和風小物ソーイング 

4 金

太極拳 

ジャンプそろばん 

こぎつねくん  

5 土

健美操 

大書心会 

岩中ＰＴＡ合唱  

6 日 バラエティー講座   

7 月 休館日  

8 火
茶の湯をたしなむ 

ジャンプそろばん   

9 水 吟詠辰城会  

10 木 カトレア会 寿美和会 

11 金

ジャンプそろばん 

こぎつねくん 

少年少女雅楽クラブ 

サンコーラス 

12 土

町民展 

大書心会 

言志四録講読会  

13 日

いわむら城下おかげまつり 

町民展 

郷土史講座 

おいしいクッキング  

友楽会 水墨画サークル 

14 月
休館日 

地域懇談会 

15 火
健康体操 竹酔会 

ジャンプそろばん 

16 水 乳幼児学級 フラダンス 

17 木 和風小物ソーイング 

18 金

太極拳 ジャンプそろばん 

こぎつねくん 

サンコーラス 

少年少女雅楽クラブ  

19 土
健美操 大書心会 

ことぶき相談    

20 日 紅葉の山めぐり 

21 月 休館日  

22 火

佐藤一斎讃歌舞 

健康体操 ジャンプそろばん 

サンコーラス 

23 水 吟詠辰城会  

24 木 カトレア会 寿美和会 

25 金
ジャンプそろばん 

こぎつねくん  

26 土 大書心会  

27 日 文化芸能発表会 

28 月 休館日  

29 火 健康体操 ジャンプそろばん 

30 水 フラダンス 

 




