
 

 

 
 
 
       
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

認定理由 

 

岩村城跡と岩村城下町が 

岐阜県の「明日の宝物」に認定されました 
 

 

  

 

 幻想的で想像力をかき

たてる石垣、城下町と明

治維新後の商家などが織

りなす凛とした生活感が

感じられる町並みは、地

域の方の絶え間ない努力

によって残されてきた後世

に伝えるべき宝ものであ

る。 

現在進められている電

線類の地中化やあと少し

のお土産、食事処、城跡

を想像的に楽しめるガイ

ドツールなどが加われば、

知的な大人を対象とした

魅力的な観光地になるこ

とが期待できる。 

  

 

１０月１５日、岐阜市（岐阜駅前）のじゅうろくプラザホールで、

第５回飛騨・美濃じまんミーティング～岐阜の宝物認定式～

が開催され、岐阜の宝物に「天生県立自然公園と三湿原回

廊」が認定され、明日の宝物に「岩村城跡と岩村城下町」

（他 1 件）が認定されました。 

岐阜の宝物・明日の宝物とは、岐阜の宝物を頂点に、明日

の宝物、じまんの原石の三区分（右図のとおり）により、岐阜

県の観光資源が登録されており、ふるさとのじまんを見つけ

だし、磨きをかけ、全国に通用する岐阜県の大きな観光資源

となる「岐阜の宝物」になるよう、県が育成・支援する取組み

です。岐阜の宝物（じまんの原石）認定基準には、「現地スタ

ッフや関係者による継続的な受け入れ態勢」や「ヤル気があ

るか」など、6 つの認定基準が設けられています。 

今回の認定式を経て、岐阜の宝物は「小坂の滝めぐり」な

ど 4 件に、明日の宝物は「岩村城跡と岩村城下町」など 7 件

となりました。（じまんの原石は約６０件） 
 

 

広報いわむら 

 

*資源回収のお願い（１１月２６日） 

*秋の茅刈り体験（１１月２７日） 

*色々な使い方できます「上町交流館」  
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ほっと・ホット・もっと 

飛騨・美濃じまん 
 

「岐阜の宝物」になると期待される 

ふるさとのじまん 

岐阜の宝物 Gifu Brand New Treasure 

岐阜の宝物 
 

今後、全国に通用する

観光資源となるもの。

明日の宝物 
 

今後の取組みに

よっては“岐阜の

宝物”になると期

待されるもの 

じまんの原石 
 

今後、岐阜県の観光振

興につながるもの。 

古田岐阜県観光交流推進局長より認定書を受け取る藤井恵那市観光協会岩村支部長 



 

 

 岩邑小・中ＰＴＡ合同 
 

資源回収のお願い！ 

◆日時 平成 23 年 11 月 26 日（土） 
 

※1 雨天で中止の時 

音声告知放送にて、午前７時頃

にご連絡します。 

※2 中止の場合 

翌日の 11 月 27 日(日)午前 9 時

より行います。 
 

◆集荷方法 

児童・生徒と PTA 会員が回収しますので、集荷しやす

い場所に出しておいてください。 
 

◆集荷内容 

 ☆紙 類（新聞紙、雑誌、ダンボール、牛乳パック） 

  ○新聞と広告は、別々でも一緒でも結構です。 

  ○新聞・雑誌は、運びやすいように厚さが 15 ㎝～ 

20 ㎝位で十字にしばって下さい。 

○牛乳パックは洗って切り開いて下さい。 

 （注）酒、豆乳パックは回収できません。 
  

☆布 類 

  ○経費削減のため、ビニール袋は配布しません。 

  ○透明か半透明の袋に入れて下さい。 

  ○段ボール箱に入れないで下さい。 

  （注）布団・座布団・毛布カーペット・足ふきマ 

ット・ぬいぐるみは回収できません。 
 

 

 

 

 
 

 

☆ビ ン 類 

 ○一升ビン・ビールビンに限ります。 

○一升ビンは栓をつけて下さい。 

（口が割れないように） 

  ○汚れたビンは洗って下さい。 

  ○ビールビンは、お手数ですがメーカーごとに分けて

集めて下さい。 
 

☆アルミ缶 

  ○かさが増大しますので、各家庭でつぶして下さると

ありがたいです。 

  ○アルミサッシも回収します。(注)ガラスは取り除い

て下さい。 

  ○スチール缶、その他スチール製の物品は回収しませ

ん。 

  （注）ふた付きアルミ缶のふたは回収できません。 
 

【注意】 

①次のものは回収できません。 

＜油･酢のビン、スチール缶、布団、座布団、カーペ

ット、汚れのひどいもの＞ 

②「環境に優しい」、資源回収をめざして、ビニール

ひもではなく、紙ひもを使うことを奨励しています。

紙ひもでなくても回収しますが、どうかよろしくご

協力下さい。 

  秋の茅
かや

刈り体験 

      茅葺
かやぶき

屋根
や ね

の茅を一緒に刈ろう 
 

町に唯一残った、築１２０年になる茅葺

屋根の農家民宿「茅の宿とみだ」の屋根

葺き替え用の茅を一緒に刈っていただ

ける方の参加を募集いたしております。 

※当日は地元の方の指導がありますので未経験でも大丈夫です
 

 

 

日本の原風景、農村景観のシンボルを残していきま

しょう！皆様のご協力をお願いします！ 

日 時 
平成 23 年 11 月 27 日（日） 

午前 8 時 50 分集合 ＜午前 9 時開始＞ 

場 所 ふるさと富田会館 

持 ち 物 
軍手・動きやすい靴 

※お持ちの方は木鎌 

服 装 暖かい服装 

対 象 

小学生・中学生（岩村町外可） 

※できるだけ親子での参加をお願いします。 

※子どものみの参加も OK です。但し、送迎は

各自責任をもってお願いします 

参 加 費 ５００円（昼食付） 

申込方法 
電話・FAX・メールにて「茅の宿とみだ」まで 

連絡下さい。 

連 絡 先 
電話/FAX 0573-43-4021 「茅の宿とみだ」

Mail：kayabuki_tomida4021@yahoo.co.jp 

 

ひなまつり構想委員会 Information 
 

来春開催の「2012 いわむら城下町のひなまつり」のサ

ブタイトルが決定しました。そのサブタイトルとは・・・

ゆかしき里 うつくし春  に決定しました。“ 

 

 

 

 

 
 

ゆかしき とは、 

① 気品・情趣などがあり、どことなく心がひかれる。 

② なつかしく感じられる。昔がしのばれるようす。 

③ 好奇心がそそられる。見たい、聞きたい、知りたい、

欲しいなどの気持ちを表す。 
という意味のある言葉で、いわむらのひな祭りのサブタイ
トルにぴったりの言葉であり、いわむらのイメージを象徴
する言葉とも考えられます。また、ゆかしき里に続く“う
つくし春”というフレーズは、いわむらの春を彩るおひな
さまを“美”という言葉でとらえて表現したものです。 
 観光客にも、地元の方にも両方に楽しんでいただけるよ
うな「ひなまつり」を目指して、ひなまつり構想委員会は
チャレンジしていきたいと考えています。 
 興味のある方、またアイデアをお持ちの方は、是非、お
気軽に 町並みふれあいの舘（電話 43-4622） まで、ご
連絡ください。 
 みなさまのご参加をお待ちしております。 
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あんじゃないを東北へ  

タオル売り上げ義援金 85,550 円 
８月 13 日に開催され、今年も

盛り上がった「ザ･縁日」。 

岩村城再建構想実行委員会では

「東北地方を応援したい」という

気持ちを込めて、「ザ･縁日」当日、

歴代の「あんじゃないタオル」を

お客様に持ち寄っていただき、遠

く離れた岩村の地からあんじゃ

ないの気持ちを届けようという

目的で震災復興祈願アート「あん

じゃない日本」を制作、展示いた

しました。また、あんじゃないタ

オル１本につき 50 円の震災義援

金を設定させていただき、販売い

たしました。 

多くの方々のご協力により、10 月 24 日現在で 85,550

円の震災義援金が集まり、「あんじゃないタオル」ととも

に恵那市とゆかりのある「相馬市」「釜石市」「七ヶ浜町」

の商工会議所、商工会の青年部へ 10 月 31 日付けで送付

をさせていただきました。 

（義援金に関しては３等分して寄付） 

今年も「あんじゃないタオル」を楽しみにして購入され

た方々、「あんじゃない日本」の制作にご協力くださった

来場者の皆様、開催にともないご協力いただいたすべての

方に厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。 

□岩村城再建構想実行委員会 

□恵那市恵南商工会青年部岩村支部 
 

 

第 39 回知多市産業まつり 
岩村城女太鼓出陣！！ 

 

  

 

１０月２２日、23 日の２日

間にわたり、恵那市岩村

町と「ふるさと協定（昭

和６０年１月１２日締結）」を

結んでいる愛知県知多

市の第 39 回「知多市産

業まつり」が開催されま

した。会場には、大村愛

知県知事やあいち戦国

姫隊が駆けつけ、会場を

盛り上げました。 
岩村町からは、お酒や五平餅、漬物、カステラなどの特産品が

出店されました。毎年、岩村町からの出店ブースは大変な賑わ
いをみせ、今年も五平餅は 1 時間以上待ちの行列ができるな
ど、知多市での岩村町の物産の人気の高さが伺えました。 

22 日のイベントステージには、岩村城女太鼓が登場。午前と
午後の２回ステージで、勇壮で優美な太鼓を披露しました。 

 

賑わう 上町まちなか交流館 
 

10/22 「 まちなか・ふれあい Café 」 

10/28 「 おしばな体験教室 」 

10/30 「 ファーストスプーン木育講座 」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 月 22 日、上町まちなか交流館に「まちなか・ふれあ

い Café」が一日限定で OPEN！ 

（ふれあい Café は今後も定期的に開催される予定です） 

ミニライブﾞやハヤシカレーパンの試食・即売会が行わ

れ、多くの人が来館。ハヤシカレーパンは大好評で、あっ

という間に完売しました。 
 

   

 

  

 

 

 

10 月 28 日は、“みにみにギャラリー木まま”さん主催の

「押し絵体験教室」が開催されました。次回は、来年の干

支である「辰」を押し絵で体験できる教室を開催予定です。
 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

10 月 30 日には、「岩村上町まちなか交流館」にてファ

ーストスプーン木育講座が開催され、講師に木育推進員の

小野さんをお招きし、恵那市や中津川市、可児市、瑞浪市

などから 16 組のご夫婦が参加。前半は「木と暮らす」木

育講義。その後、夫婦で協力してスプーン作りに挑戦しま

した。産まれてくるこどもが最初に使うことになるスプー

ン。それぞれが、父親として、また、母親としての思いを

込めながら、丁寧に、そして、黙々と木を削り、心のこも

った温かみのある木のスプーンを完成させました。 参加

者は、そのスプーンが使われる“その日”を思い浮かべな

がら…様々な想いを胸に抱き、想像を膨らませながら、大

切にスプーンを持ち帰えられました。 

 

  上町まちなか交流館は、色々な使い方ができます！ 

     皆様のご利用をお待ちしております！ 

多くの聴衆を魅了した岩村城女太鼓   11111111大村知事 

あいち戦国姫隊のステージ 

復興祈願アート 

2011 あんじゃないタオル 



 
 
 
 
 
 
  

 

12 月の乳幼児学級 
 

12 月の乳幼児学級は「クリスマス会」です。よい子のと

ころにサンタクロースがやってきます。 

日時 平成23 年12 月21 日（水） 

   10 時00 分から 

場所 岩村コミュニティーセンター 大会議室 
 

第 39 回 町民運動会 
 

 10 月 16 日、秋晴れの空の下、町内の 13 チームが参加

して町民運動会が盛大に行われました。それぞれの競技

に、保育園児からお年寄りまで幅広い年齢層が参加し、大

きな歓声があがるなど、大変な盛り上がりをみせました。
 

 
 

総合優勝 六区  準優勝 大通寺 三位 一色 

分団対抗リレー優勝 山上 

小中学生児童生徒リレー優勝 男子 三区 女子 郷中 

エコール・ド・まつしろ 遊学体験 
 

 10 月27 日、市民三学岩村塾が開催され、長野県長野市

松代町の「エコール・ド・まつしろ」で遊学（ゆうがく）

体験をしてきました。松代町は真田 10 万石の城下町で、

真田(藩主)邸、文武学校、横田家、常山邸など江戸時代の

建物が数多く残っている美しい町です。 

受講生のみなさんは、文武学校で八田理事長から「エコ

ール・ド・まつしろ」などについて、お話を聞き、郷土食・

折り紙・語り・押し花の4 つのグループに分かれて遊学体

験をしました。午後は、真田(藩主)邸などを見学。「もう一

度来たい」「ボランティアガイドの方が大変親切だった」

という感想が聞かれました。        
  

 

12月の活動・行事 

日 曜 講  座・サークル活動 

1 木 和風小物ソーイング 寿美和会 

2 金

太極拳 

岩中「温故知新」 

サンコーラス 

少年少女雅楽クラブ 

カラオケ声友会 

3 土 大書心会 サンコーラス 

4 日

Ｘ’マスブリザーブドフラワー 

バラエティー講座(大人) 

岩村軽音楽同好会音楽イベント 

お話し集会 

5 月 休館日  

6 火

竹酔会 

人権相談所 

みどりすこやか会 

7 水 吟詠辰城会 

8 木 カトレア会  

9 金   

10 土 大書心会 言志四録講読会 

11 日
おいしいクッキング 

郷土史講座  

12 月 休館日 

13 火 茶の湯をたしなむ 健康体操  

14 水 いわむら乳幼児学級   

15 木
和風小物ソーイング 

寿美和会 

16 金
太極拳 岩中「温故知新」 

少年少女雅楽クラブ カラオケ声友会 

17 土
健美操 大書心会 ことぶき相談 

こぎつねくんわーるど 

18 日   

19 月 休館日 

20 火
竹酔会 

みどりすこやか会 

21 水 吟詠辰城会 

22 木 カトレア会  

23 金 おいしいクッキング 

24 土   

25 日   

26 月 休館日 

27 火 休館日 

28 水 休館日 

29 木 休館日 

30 金 休館日 

31 土 休館日 

 

いわむらコミュニティセンター 

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION 

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION 

岩村町の人口（平成23 年11 月１日現在） 

総数 5,440 人 （＋2） 

男 2,621 人 （+5） 

女 2,819 人 （－3） 

世帯 １，８80 世帯 （＋8） 
（     ）内は前月との比較 




