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主催 三好学生誕１５０年記念事業実行委員会・恵那市 
 

桜とハナショウブの博士 三好学 

 三好学博士は今から１５０年前に、岩村藩の江戸藩邸で生ま

れ、明治時代に岩村に移住し、幼年期を過ごされました。 

 桜とハナショウブの研究における世界的な研究者として知ら

れ、天然記念物の保護活動に多大な功績を残しました。 

さらに、きいて！ 

  中国琵琶コンサート ～美しい自然とのハモニー～ 

さらに、もらって！  

  来場者にはステキな 記念品 をプレゼント 
 

 

 

 

 

▼主要経歴 

文久元年（1861）江戸藩邸で誕生 

明 治 ２年（1869）版籍奉還で岩村移住 

明治１２年（1879）土岐小学校の校長に就任 

明治１５年（1882）東京大学入学 

明治２４年（1887）ドイツへ留学 

明治２８年（1891）帝国大学、理学博士となる 
 

 

 

 

 

大 正 ８年（1919）天然記念物調査委員に 

大 正 １ １ 年（1922）小石川植物園園長就任 

大正１３年（1923）日本植物学会会長就任 

昭和１４年（1939）死去 ７８歳 

▼受賞暦 

大 正 ６年 （1917）勲二等瑞宝章 

 

広報いわむら 

 

*皆様のおかげで「おかげまつり」 

*クリスマスイルミネーションやります！ 

*「みつけもの」地方の時代映像祭奨励賞 

発行/城下町ホットいわむら 

〒509-7403 恵那市岩村町 263 番地 2 

http://www.hot-iwamura.com 
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ほっと・ホット・もっと 

日
曜
日 

午後 1 時～午後 4 時

恵 那 文 化 セ ン タ ー

○み て！ 

○よ んで！ 

○し って！ 

○ま ○な ○ぶ ！ 

みて！ 
「こども植物画」 

コンクール受賞者 

発表・表彰式 

よんで！ 
マンガ本 

三好学博士 

制作発表会 
しって！ 

クイズ・体験ゲーム 

三好学に 

変身コーナー 
 

まなぶ！ 
自然や植物に 

ついての 

記念講演会 

岩村町出身 植物学者 三好学博士

※上記の写真は、小石川植物園（東京帝国大学理学部付属植物園）において、アインシュタイン博士を案内する三好学博士 

※左から三好学博士、中央はアインシュタイン博士、右はアインシュタイン博士の妻 



 

いわむら城下おかげまつり 来場者５０００人 

産業祭を継承し、おかげさまで大きく飛躍！ 
 

■産業祭を継承して生まれ変わりました！ 
１１月１３日、２０１１いわむら城下おかげまつりが開催され、約五

千人の来場者を迎え、盛大に開催されました。「２０１１いわむら

城下おかげまつり」は、昭和５８年より昨年度まで、２８回を数え

た岩村町産業祭をスケールアップさせ【秋の収穫の喜びと郷

土への感謝（おかげ）を伝えられる場】というコンセプトで、私た

ちが普通の生活を送れることのありがたさを再度認識し、地域

のみんなに感謝するという意味で「おかげさま」という言葉をま

つりのタイトルに据え、「おかげまつり」として、開催されました。
 

 
 

■活気と笑顔で溢れた「物産コーナー」 

 メイン会場となった、岩村コミュニティセンター駐車場では、五

平餠や寒天豚を使った串焼きなどの食べ物の販売やリサイク

ルバザー、特産品の販売など 38 のブースが並び、合併前から

岩村町がふるさとゆかりの郷協定を結んでいた、知多市や、西

尾市、伊豆市、掛川市、藤枝市の特産品が販売されました。産

地のみかんや干物、お茶、エビせんべいなどを求めて、大勢の

人垣が出来上がり、両手いっぱいに買い物袋をさげて買い物を

楽しむ方々が多くみられました。 
 

 
 

■こんなにも色々あった「おかげまつり」！ 
２０１１おかげまつりでは、様々なイベントが同時開催され、ま

つりを盛り上げました。コミュニティセンター内では、公民館活

動で作られた作品などが多数展示された「岩村町民展」、コミ

ュニティーセンター広場ではスポーツネットいわむらによる「スト

ラックアウト」、岩村城跡では「岩村城跡発掘調査現場の公

開」、また、城下町では「いわむら城下ふれあいウォーキング」「ノ

ルディックウォーキング」が開催されました。 

 「いわむら城下ふれあいウォーキング」は、ポイントをコース内

の“商店”とするなど、新しい形式で実施。コースの途中には、昔

の写真と現在の景色を比べて見られる仕掛けや、地名のいわ

れ等を説明した看板が各所に設けられるなど、参加者を飽き

させない工夫がたくさんありました。 
 

 

 

■町の未来を担う“こどもたち”のために！ 

 今年の“まつり”の目玉のひとつ「こども横丁コーナー」は、ふる

さとの未来を支える子ども達を大切にし、心のどこかにふるさ

とへの愛着を感じながら育ってほしい・・・そんな願いを込め、今

回、企画・開催されました。昔の遊び（竹とんぼ飛ばしや竹馬

乗り）、五平餠やクレープづくり体験、移動動物園などが催さ

れ、多くの子どもたちが参加してくれました。竹馬乗りに挑戦し

た子どもは「初めて乗る」などと言いながら、ボランティアの高

校生に支えられ、恐る恐る足を踏み出す姿が印象的でした。 
 

 

 
 

■華やかにそして賑やかに「ステージイベント」！
ステージでは、ロックビレッジアンサンブル・岩村城女太鼓・

安岐太鼓、市消防音楽隊、文化筝岐阜県東濃本部のみなさま

方の演奏やＮＰＯ法人こぎつねくんわーるど親子によるミナモダ

ンスなどがイベントに彩を添え、会場を盛り上げました。 

本来であれば、ステージイベントの出演各位には出演料を

お支払いするのが本来でありますが、出演団体の方々に「おか

げさま」の主旨をご理解いただき、全て無償でのご出演をいた

だきました。誌面をおかりして、改めてお礼申し上げます。 
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■ボランティアに感謝！ 
おかげまつりでは、高校生のボランティアの方々に多数お手

伝いを頂きました。ありがとうございました。 

 

2011 いわむら城下おかげまつり実行委員会
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皆様のご協力に感謝（おかげさまで）  
資源回収 無事に終わりました 

 
 

11 月 26 日、小・中学校合同資源回収を行いました。 

当日は、子供達や保護者の方々に加え、地域の皆様方にもご

協力を頂いたおかげで無事終えることができました。本当にあり

がとうございました。 
 

 
 

資源回収の収入につきましては、子供達のために有効に活用

させていただきますので、今後も、小・中学校のＰＴＡ活動に対す

るご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。 

以下は、今回の資源回収の収益と新聞などの収集量です。 

ご紹介させていただきます。 
 

収 益  602,587 円 

収集量  新聞紙 55,630 ㎏ （55.6 トン） 

        雑 誌 26,640 ㎏ （26.6 トン） 

1 ダンボールなどを含め 106,870 ㎏ （106.8 トン） 
 

岩邑中学校 PTA 会長 松浦史和

岩邑小学校 PTA 会長 沼田武利
 

 

 

光の贈り物 クリスマスイルミネーション 

 12 月 4 日から 12 月 24 日まで 
 

皆様、もうご覧いただけましたでしょうか。 

恵那市商工会青年部岩村支部（中根崇喜支部長）では、クリ

スマスムードが高まるこの季節に、毎年クリスマスイルミネーショ

ンを実施しています。 
 

 

今年も、岩村コミュニティセンター前の国道 257 号線沿いを約

5,000 個の光でライトアップしました。色とりどりの光で鮮やかに

演出されたその光景は、ひとつの物語を見ているかのようにすら

感じられます。 

まだ、ご覧になっていない方は、ぜひ、ぜひご覧下さい。 

ただし、運転中の方はわき見運転などなさらないように、ご注

意を！  安全運転で、健やかな年末を！ 
 

点灯期間は 12 月 24 日（土）まで。 

点灯時間は、午後 5 時から午前 0 時までです。 
 

恵那市商工会青年部岩村支部
 

ワンコイン(500 円)パッチワーク 

レッスンのご案内～上町まちなか交流館～
 

おしゃべりしながら、 
楽しくマイポーチやマイストラップを作ります。 

 

 日 時 

木曜日のレッスン 

平成24年1 月12 日（木）

平成24年1 月26 日（木）

土曜日のレッスン 

  平成24年1 月14 日（土）

平成24年1 月28 日（土）

13:30～15:30 
※同一の曜日で、2 日間参加してください※ 

 

場 所 上町まちなか交流館 

作るもの ミニポーチかマカロン型ストラップ 

料 金 500 円（材料持込の場合は不要） 

講 師 日本手芸普及協会 指導員 橋本明日香 

申 込 先 0573-43-3732（橋本宅） 

持 ち 物 ご予約の際に、お伝えいたします。 
 

締め切り 平成 23 年 12 月末日まで 
 

※材料はこちらでもご用意できますが、お気に入りの布を

お持ちの方はご持参下さい。（材料をご自分でお持ちいただ

いた場合、材料費の 500 円は不要です） 
 

 

 

映画「みつけもの」 

 地方の時代映像祭で入賞 
 

11 月 19 日、関西大学千里山キャンパス（大阪府吹田市）で、

第 31 回「地方の時代映像祭」が開催されました。 
 

 
写真前列中央が石丸緑先生 

 
（写真）愛知淑徳大学ホームページより借用 

 

映像祭には、「城下町ホットいわむら」と「愛知淑徳大学石丸

ゼミの学生」らが、岩村町の町起こしを目的として、女城主をテ

ーマとして取り上げ製作したドラマ『みつけもの』が出品されまし

た。応募作品 198 点の中から、見事 25 作の入賞作品に選ばれ、

市民・学生・自治体部門で、「奨励賞」を受賞しました。 
 

マカロン型ストラップ 



 
    

 

 

 

  

先生も生徒？ 教師もいっしょに学んでいます！ 
 

 本校の生徒は部活動、合唱、地域

行事、ボランティア活動に積極的に

参加する、明るく、素直で、協調性

を持つ生徒です。今年はこうした生

徒が「学ぶ喜びを持つ」教育活動に

取り組んでいます。主な取り組みは

①家庭学習充実のための工夫②

生徒と共に高まる授業づくりです。

その成果は、各学年とも学習したこ

との定着率を４月より６～８％伸ばし

ています。 

生徒はこうして力を伸ばしているの

に対して教師はどうかと振り返った

とき、旧態依然とした授業が展開さ

れている。 

来年度の学習指導要領完全実施に向けて、授業の改善を図っていく必要がある。と考え、全国の小中学校、高等学校で、教え 

てから考えさせる「先行学習」の授業を公開してみえる元小中学校校長で「先行学習研究所」の鏑木良夫先生を招聘し、１１月

２５日に師範授業を受けました。授業後、鏑木先生から「こんな落ち着いた学校は久しぶりです。学びたいという姿勢があって、再

度、授業に来たいと思いました。生徒の皆さんにがんばればできる。とお伝え下さい」との言葉をいただきました。目を輝かせ授

業を受ける生徒の姿からも、岩邑中も先行学習を取り入れることを考えています。 

 
 

 

こんにちは！恵那特別支援学校です    

～ ｢知新祭｣ を開催しました ～ 
 

 

11 月 11 日(金)・12 日(土)に、｢知新祭｣（学校祭）を行

いました。 

本年度は、生徒数も増えたこともあり、２日間にわたる

開催になりました。１日目は終日、体育館でのステージ発

表をしました。 

また、２日目は各学部最高学年のステージ発表の後、

ロックビレッジバザールを実施しました。特に２日目の午

後には多数の皆様にお越し頂きました。ありがとうござ

いました。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

岩邑中学校 

H23.12.1 

中日新聞掲載記事 

ロックビレッジバザール 

高等部生徒の太鼓演奏 

小学部児童の劇 



 

 
和気あいあいの中にも緊張感があった座談会 

 
いわむら秋の陣 心得 

 
出されたご意見を一覧にまとめながら座談会を進行 

 

みんなが“いわむら”を語れた！ 
～新形式で地域懇談会を開催～ 
 

 

平成 23 年 11 月 14 日、岩村町地域懇談会（岩村地域自治

区岩村町地域協議会主催）が岩村コミュニティセンターで開催

され、約 100 人の参加がありました。 

今回の懇談会は、従来の方式を一新し、岩村地域独自のグ

ループ会議形式（以下、座談会）で、【ふるさといわむらの明日

を語る「いわむら秋の陣」】と銘打ち、市長・副市長・市担当部

長を含む、市役所関係者およびご来場の方々に、立場の違い

なく５つのグループに分かれていただき、それぞれの想いをぶつ

け合っていただきました。 

参加者のみなさんが気楽に、そして穏やかに語っていただけ

るよう、会場となったコミュニティセンター大ホールの入り口には

来春開催予定の「いわむら城下町のひなまつり」で使用する竹

灯篭や花を設置し、座談会会場への案内看板をプラカード風

に作成するなど、様々な準備と工夫を凝らして、参加者をお迎

えしました。 

さらに、開会宣言のあと、座談会の約束として、以下の３つの

決め事を『いわむら秋の陣 心得』として発表しました。 

 

１つ、過去のことはさておき、未来のことを話すべし 

１つ、出された意見については、批判をするべからず 

１つ、笑顔で気軽に話し会うべし 

 

その後、5 つのグループに分かれ、参加者全員に『いわむらの

楽しいとこは？素敵なとこは？元気なとこは？大切にしたいとこ

は？何ですか』との問いに対して、ご意見をいただき、そのご意

見をもとに、『いわむらをもっと楽しく、もっと盛り上げるために

はどうしらいいか』を掘り下げ、「未来のあるこども達の意見を

聞く機会を作るこども会議」や「人材育成」の必要性、「地元食

材での郷土料理の創作」など、数々の貴重なご意見を頂戴す

ることができました。 

 今回の地域懇談会では、懇談会の開催形式に関するアンケ

ートを実施させていただきました。その中で、「前回までの要望

や苦情の話ばかりでなく建設的な方向となった」、「他の地域に

ない懇談会で、多数の人（参加者全員）の話を聞くことが出来

た」など、回答者のうち 83.9％の方に 5 段階評価で 4 点以上の

評価となる「やや満足」以上の評価をいただきました。但し、

「参加者が少なく、特に若い世代や女性の参加が少なく、残

念」とのご意見もあり、今後の課題となりました。 

ご参加をいただきましたみなさまには、お忙しいところ、また、

お仕事などでお疲れのところ、ご来場いただきまして、誠にあり

がとうございました。 
 

 

 

 
 

 

誇れるふるさと「いわむら」そして、住みやすいふるさと「いわ

むら」づくりのため、今後とも、みなさまのご理解とご協力をお

願いいたします。          岩村町地域協議会長 宮澤博光 

 
 

ひなまつり構想委員会 Information  
ゆかしき里 うつくし春   

 

 今年、9 月 30 日に「いわむら城下町のひなまつり賑わい構想

委員会」が設立され、約 2 ヶ月半が経過しました。 

 来春の開催に向けて、12 月 16 日現在で 3 つのチームが開催

した会議は、この短期間にもかかわらず、述べ 14 回を数えま

す。「ゆかしき里・うつくし春」のテーマに沿ったひなまつりを実

現できるよう、活発な議論をしており、 おおよその構想案を来

年 1 月に取りまとめることとしています。 

 現在のところ、上町まちなか交流館・勝川家・柴田家をメイン

会場とすることや、他地域のひなまつりと差別化を図り、城下 

 
 

 

町の“ゆかしさ”を発信する

ため、夜のおひなさまイベン

トとして「宵のひなまつり」を

開催するなどの、新企画が

練り上げられています。より

多くの方々に何らかの形で

関わっていただき、いわむら

全体のイベントとして育て

ていきたいと考えています

ので、みなさまのご理解とご

協力をお願いいたします。  

城下町ホットいわむら ℡43-4622（町並みふれあいの舘内） 

恵那市 HP にて議事録をご覧いただけます http://www.city.ena.lg.jp/modules/info/index.php?content_id=844 12/22 更新 

2012 いわむら城下町のひなまつり 

メインキャラクター 

2012.3/3(土)～4/3(火)



 
 
 
 
 

 
  

 

岩村町の「地域こども見守り隊」が 

文部科学省「学校安全ボランティア活動奨励賞」を受賞しました 
 

1 

この度、岩村町の地域子ども見守り隊が文部科学

省から「学校安全ボランティア活動奨励賞」を受賞し

ました。県下では他に山県市と高山市の２団体が受

賞しています。 

 地域子ども見守り隊（隊長 片桐祐介さん、岩村町

青少年育成町民会議地域づくり部会長 隊員４０名）

は、平成18 年、当時の地域づくり部会長の山村善保

さんが骨を折って下さり、老人クラブの方、PTA の役

員の方を中心として結成されました。 

 今回、発足以来、子どもの登下校の様子を見守って

いることと、６月の総会で活動報告行い、活動の見直

しを行っていることが評価されました。 

 見守り隊の活動は、児童・生徒が登下校するとき、

一緒に通学路を歩いたり、自動車で廻ったりして見

守ることと、子どもの安全に関わる情報をみつけたら

 

通報することです。 

 毎月、第１・３月曜日を統一行動日として、岩邑小学校校門から子どもと共に下校しています。また、隊員の自宅近くの交差点、横

断歩道で見守ったり、子どもと一緒に登校したりする隊員の方もおられます。 

 岩村の子は岩村の皆んなで育てましょう。そのためにも、隊員になって子どもとふれ合って見てはいかがでしょうか。 

１２月１９日 午後３時 岩邑小学校正門前にて「奨励賞受賞お礼の会」を開催しますので、ご関係の皆様、多数ご参加下さい。 
 

 

岩村コミュニティセンターが「全国優良公民館表彰」を受賞  
 

森川公民館長（左）と稲垣主事（右） 
 

１１月１８日、東京の文部科学省にて岩村コミュニティセンターが

優良公民館表彰されました。全国では６７館が表彰され、県下

では郡上市相生公民館と本館の２館です。 

 岩村コミュニティセンターが、少年期、壮年期、老年期と生涯

学び続けることの大切さを説いた郷土の先人、佐藤一斎の「三

学の精神」を基盤とした地域づくり・まちづくりの方向性を打ち

出して活動していること。また、その活動を支えているのが市民

の皆さんによる自発的な活動（サークル活動、市民講座）による

ものであることが評価されました。 

特に、子ども講座「知新塾」は伝統あるよきものにこだわり、

地域のプロ職人、得意とする分野を持つ人に講師をお願いし、

自給自足講座をモットーにしている点、子ども達の興味関心を

引き出し、学ぶ意欲・姿勢を創ること、先人の教えに学ぶことを

より大切にしている点が大きく評価されました。 

 
 
 

 

     

 

いわむらコミュニティセンター 

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION 

図書館の本を返してください 

図書館に返っていない本がたくさんあります。 

 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、すぐお返しください。  

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION 

岩村町の人口（平成23 年12 月１日現在） 

総数 5,438 人 （－2） 

男 2,621 人 （－3） 

女 2,820 人 （＋1） 

世帯 １，８78 世帯 （－2） 
（     ）内は前月との比較 
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文化芸能発表会 
 

 

 

昨年より 3 団体多い出演で、バラエティーに富んだ発表でした。 

なかでも好評だったのが、親子でのギター演奏と華やかなフラダンスでした。 
 

 

中田親子によるギター競演！ 

年長さん（岩村保育園）でギター演奏なんて・・・ ！ すごい ！ 
 

 

 

 
太極拳 

 
民謡みどりすこやか会 
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詩吟 吟詠辰城会           恵南サンコーラス 

 

 

艶やかな衣装のフラダンス 
 

 

友楽会 

  

佐藤一斎賛歌舞いの会 
 

  

            童謡を唄う会 
 

  

合唱を楽しむ親の会 
 



 
 
 
 
 
 
 
  

 

1 月の乳幼児学級 
 

1 月の乳幼児学校は「ジャンボかるた会」です。 

楽しい“かるた取り”で、親子の絆を深めます。動きや

すい服装で、名札をお持ち下さい。水筒をお忘れなくなく。

日時 平成24 年1 月18 日（水）10:00～ 

場所 岩村コミュニティセンター大会議室 
 

町民展 
 

 今年は昨年にも増して沢山の出展があり（約600 点）、「お

かげまつり」が同時開催されたこともあり、多数の皆さん

に鑑賞していただきました。 
 

 

サークル活動会員 大募集！  
 

大書心会では会員を募集しています。 

保育園児から大人まで、 

書道を習いたい方来て下さい。 

保育園児はぬりもじから始めます。 

体験学習は随時やっております。 

毎週土曜日、午前９時から岩村コミュニティセンタ

ー（公民館）和室で活動しています。 
 

岩村コミュニティセンターでは、以下のサークルについても、随

時、会員を募集しています。 
 

岩村俳句会、岩村短歌会、ジャンプそろばん教室、着付け、健康

体操、水墨画、陶芸、竹酔会（竹工芸）、カトレア会（自由画）、落

書会（書道）、大正琴雪組、吟詠辰城会（詩吟）、みどりすこやか

会（民謡）、友楽会（三味線）、恵南サンコーラス、声友会（カラオ

ケ）、岩村軽音楽同好会、童謡を唄う会、街並み保存会、郷土史

講座、いわむら一斎塾 
 

問い合わせは岩村コミュニティセンター（公民館）へ。 

電話４３－３７２２ 
 

ピアノをありがとうございました 
 

後藤尚雄様（領家）からピアノを 1 台寄贈していただき

ました。また、宮沢博光様（大通寺）には、ピアノを運搬

していただきました。ありがとうございました。 

大切に利用させていただきます。      
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平成２４年１月の活動・行事 
 

日 曜 講  座・サークル活動 

1 日 休館日 

2 月 休館日 

3 火 休館日 

4 水 休館日 

5 木   

6 金
太極拳  

ジャンプそろばん 

7 土 大書心会  

8 日   

9 月 休館日  

10 火

みどりすこやか会 

竹酔会 

ジャンプそろばん 

11 水   

12 木   

13 金 ジャンプそろばん  

14 土
大書心会 

言誌四録講読会  

15 日 郷土史講座 

16 月 休館日  

17 火
竹酔会 

ジャンプそろばん 

18 水   

19 木   

20 金

太極拳 

ジャンプそろばん 

サンコーラス 

21 土

健美操 大書心会 

ことぶき相談 

いわむら一斎塾 

22 日 友楽会 

23 月 休館日  

24 火

佐藤一斎讃歌舞い 

ジャンプそろばん教室 

人権相談所 

25 水 吟詠辰城会 

26 木 岩村短歌会 

27 金
ジャンプそろばん教室 

岩中「温故知新」 

28 土 大書心会 

29 日   

30 月   

31 火
健康体操 

ジャンプそろばん教室 
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