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ほっと・ホット・もっと 

2012 いわむら城下町のひなまつり 

深く感謝し、お礼を申し上げます 

木々の蕾が膨らみ、枯れ草の中からは新緑の芽が見えはじ

め、待ちわびた春がやってまいりました。 

今年十年目の節目を迎える“ひなまつり”を「ひなまつり賑わ

い構想」と銘打って立ち上げ、少し元気づけることになりました。

保育園児・小学生・中学生・特別支援学校の生徒さん

方、各種団体の会員様、町民の老いも若きも、大勢の方々

の参加と協力により、かぐやびなやもち花を町並みに飾り、“ゆか

しき里”“うつくし春”“竹物語”とそれぞれテーマをつくり新たにメイ

ン会場を 3 ヶ所設けました。いかがでしたでしょうか。 

振り返ってみますと、数軒の店先にひな人形が飾られていた

のが「いわむら城下町のひなまつり」のはじまりでした。その後、商

工会女性部が継続して下さり、今日までに広げて下さいました。

しかし、近年、もう少し何か手が加えられたらいいなと思っていた

矢先に、若者達の声がかりで、会場の設定・飾り方・住民の

方方々にどのようにしたら一緒に楽しく作り、飾りつけてもらえるか、来町される人々には如何に喜んでもらおうか等々、

幾ヶ月と話し合い、今回に至りました。皆様の中には、不安や不満があり、大変ご迷惑をおかけしたところが沢山あ

ったかと思いますが、今後の課題として前向きに見て頂きたいと思います。 

アンケートの中には、お褒めの言葉・喜びの言葉・感心の言葉など多くありまして、「住んで生活している人の苦

労もあるでしょうが、この美しく癒しの町を大切に残して下さい」と記された方がありました。先人方が住み、守り続けて

きて下さった歴史ある町に、個々が誇りをもって生活をしていきましょう。 

この度、町内・市外・他県から、今まで大切にされてきた立派な人形を寄贈していただき、大事に飾らせていた

だきます。ありがとうございました。 

また、来年に向けて、皆様方の知恵を拝借し、絶大なるご参加とご協力のほどを強くお願いし、次に夢見て“明

日の宝もの”を築いていきましょう。ここに深く深く感謝をし、お礼を申し上げます。ありがとうございました。 
 

 

いわむら城下町のひなまつり賑わい構想委員会 委員長 鈴木和代 



いわむら城下町のひなまつり イベント 2012.3.3～2012.4.3 
 

太鼓の音が轟き、町に“ひなまつりの開幕”を告げました 

天理教恵那支部雅楽部・土岐分教会がおう会の皆様 

ロックビレッジアンサンブルのみなさんによる“春の歌” 

甲冑武者隊の登場に、あたりは戦国色の空気感に包まれました

 

“あいち戦国姫隊” おひな様仕様のステージで姫が舞いました

勝川家の蔵でライトアップされたおひな様に酔いしれる来場者 

大人が見て感動できる“夜の紙芝居” 

ぼんぼりと家の窓からもれる灯りだけで演出された城下町 

3/3 オープニングイベント 

（岩村城女太鼓） 

3/3 オープニングイベント 

（雅楽生演奏） 

3/3 オープニングイベント 

（ロックビレッジアンサンブル） 

3/3 オープニングイベント 

（甲冑武者隊） 

3/3 宵のひなまつり 

（ステージ） 

3/3 宵のひなまつり 

（城下町） 

3/3 宵のひなまつり 

（夜の紙芝居） 

3/3 宵のひなまつり

（蔵のひな飾り）



いわむら城下町のひなまつり メイン会場 2012.3.3～2012.4.3 

 

【柴田家～ゆかしき里会場】1/20 スケールの岩村城ひな飾り 

【上町交流館～うつくし春会場】桃の生花も彩を添えていました 

【勝川家～岩村竹物語会場】竹酔会のみなさまによるジオラマ 

【勝川家～宵のひなまつり】黄金の“もちばな”の企画展示 

 

【柴田家～ゆかしき里会場】200 体を越える土雛の出迎え 

【上町交流館～うつくし春会場】春の美しさをイメージした展示 

【勝川家～岩村竹物語会場】手芸の会のみなさまの力作も展示

【勝川家～宵のひなまつり】風情ある夜の城下町とおひなさま 



いわむら城下町のひなまつり 手づくりイベント①  2012.3.3～2012.4.3 
 

【かぐやびなづくりイベント】氷点下の寒空の下、100 名が参加 

【かぐやびな】町並みの軒先に期間中展示されました 

【かぐやびな】岩村保育園年長さんによる“かぐやびなづくり” 

【もちばなづくり】町並みを彩ったもちばなも、みんなで手づくり 

 

【ボトルキャップびな】着色なしで作られた根気と気合の作品 

【メインステージ】期間中、写真撮影の名所となりました 

【スタンプラリー】完歩の証は「お土産クーポン券」でした(^0^) 

【もちばなづくり体験】小さな子どもでも楽しめる体験イベント 



いわむら城下町のひなまつり 手づくりイベント② 2012.3.3～2012.4.3 

 

【からすみアート体験】ひなまつりのお菓子といえば“からすみ” 

【からすみアート体験】こんなに可愛いのができたんです！！！ 

【萬の手コラボイベント】震災支援プロジェクト 観音像の手づくり 

【マイ記念列車】遠くは兵庫県からの申込み。土日は完売(^0^) 

 

【ひなの呈茶会】気軽に楽しめたと好評でした 

【ひなの呈茶会】そっと差し出された器には心遣いがぎっしり！！ 

【茅の宿でおひなさま会】富田地区の珍しいお雛様が展示された

 

 

たったひとりで大きなこととはできないけれど、 

ひとりひとりの心意気が集まって、“おかげさま”

で、こんなに素敵な「ひなまつり」ができました。 

ご協力をいただきました全ての方に、そして、お客

様として会場を訪れていただきました方々に、お

礼を申し上げます。 

本当に、ありがとうございました。 
 

 

2012 いわむら城下町のひなまつり賑わい構想委員会 



 

中高生のお点前で 「ひなの呈茶会」 

 

3 月 25 日、勝川家にて「ひなの呈茶会（主催：神谷塾・岩邑

わらくの会）」が開催され、約 150 人のお客様に茶の湯を楽し

んでいただくことができました。 

 

 

  

 

座席も用意され、気軽なスタイルでお茶を楽しむことがで

き、“茶の道”を身近に感じられました (^0^)/ 
 

 

茅の宿でおひなさま会 
   

3 月 25(日)～4 月 3 日(火)の期間中、富田の茅の宿でおひな

さま会が行われ、雪の降る寒い日もありましたが、色々な方が

見に来て下さいました。 

 

 

昨年よりおひな様の展示数も増えにぎやかになり、今年はお

ひなさまの展示だけではなく「郷土菓子からすみ」とお茶の無

料サービス、食事や珈琲の提供も行い昨年とは違ったおもてな

しができました。特に、上田家より寄贈していただきました約２５０

年前の古い貴重なお雛様（あぐらをかいた左足が出ているのが

特徴）と昼食にご用意しましたひな御膳が大変好評でした。 

～お雛様を寄付してくださった方に～ 

寄付いただきました雛人形を今年も大切に飾らせていただきま

した、みんな笑顔でお雛様と一緒に童心に返り、桃の節句をお

祝いすることができました。ありがとうございました。 

 

  

岩村城跡の一斉清掃 
 

岩村城跡の清掃作業を実施します。 

いわむらのシンボル“岩村城跡”をみんなの力で美しく！ 
 

 

 

「端午の短冊つるし」づくり 

   

端午の短冊つるしづくり体験 

をしてみませんか？  

見本完成品はふれあいの舘 

に展示してあります！ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

希望される方は、 

事前に込みをしてください。 

 

申込・問合せ先 

090-8334-5217（勝野） 

日時 
４月２８日（土） 午

前１０時から 

場所 
上町まちなか 

交流館 

所要時

間 

90 分程度 

持ち物 

はさみ（布切用・紙

切用）・目打ち・あ

れば両面テープ（１

㎝巾～１．５cm 巾） 

材料費 3,000 円 

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、お茶など 

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 

《上町まちなか交流館》 

短冊つるしは糸と針を使わずに完成させることができます



 
 

                  

 

入園・入学 おめでとう 
 

岩村保育園・岩邑小学校・岩邑中学校 

岩邑中学校1 年A 組                                     岩邑中学校1 年B 組 

岩邑小学校1 年1 組                                     岩邑小学校1 年2 組 

たくさんの思い出を作ってください(^0^) 

岩村保育園年少さん                                      岩村保育園年少さん 

岩村保育園年少さん 



 
 
 
 
 
  

 

 

ご挨拶（館長がかわりました） 
  

すでに春と言えど中々梅も

桜も咲かず、春は来ないのか 

と思われる近頃ですが、このた

び、４月より岩村コミュニティー

センター公民館長という大役を

仰せつかる事となりました。 

 コミュニティセンターは地域の

生涯学習の拠点として多くの

皆さんに学びの場として、ご利

用頂いていますが、最近の生涯学習は「学んで・活かす」と言う

新しい方向が示され「地域づくり」拠点としての役割が期待さ

れているようで、公民館の名称からコミュニティセンターに変更

された理由もここにあると聞いています。 

この様な趣旨に沿った活動ができるよう、町民の方々が常

に気軽にコミュニティセンターに集い、コーヒーやお茶などを飲

みながら岩村に住んで良かったと思える町にするために色々

な話に花咲かせて頂き、皆と一緒に相談し岩村地域協議会や

城下町ホットいわむらなどと連携して学習と実践をして行く仮

称「まちがえ（町を変え）サロン」の的な基地にコミュニティセン

ターがなると良いかななどと思っています。 

新米の館長ですので皆さんに教わる事のほうが多いと思

いますが一生懸命頑張りたいと思いますので、皆様のご指導

ご協力をよろしくお願いいたします。 
 

岩村コミュニティーセンター公民館長 三園了三 

平成 24 年度前期 市民講座のお知らせ 
 

今年は、岩村コミュニティセンター大ホールの大改造が予定

されていますので前期に多くの講座を組みました。 

講座は次のとおりです。沢山の方の参加をお願いします。 

なお、申し込みは４月21 日（土）から受け付けます。 
 

①陶芸教室 ②茶の湯をたしなむ ③ネイチャーウオッチング 

④毛筆写経のすすめ ⑤優雅にフラダンス ⑥古布に親しむ 

⑦レカンフラワー ⑧クロスフラワー ⑨太極拳 

⑩スポーツ吹矢始めませんか ⑪健美操（けんびそう） 

⑫高山植物をたずねてミニ登山 ⑬そば打ちにチャレンジ 

⑭郷土史講座 ⑮知新塾 おもしろ科学実験 

⑯知新塾 やさしいお茶教室 ⑰知新塾 バラエティー講座 

⑱知新塾 おいしいクッキング 

 

5 月の活動・行事 
日 曜 講座・サークル活動等 

１ 火
（講）ネイチャーウオッチング  

竹酔会  ジャンプそろばん 

２ 水 （講）優雅にフラダンス 

３ 木 特別休館日 

４ 金 特別休館日 

５ 土 特別休館日 

６ 日 特別休館日 

７ 月 休館日 

８ 火
（講）陶芸教室 みどりすこやか会 

健康体操 ジャンプそろばん 

９ 水 （講）毛筆写経のすすめ 吟詠辰城会 

１０ 木 （講）古布に親しむ カトレア会 寿美和会 

１１ 金
（講）クロスフラワー ジャンプそろばん 

カラオケ声友会 

１２ 土

（講）スポーツ吹矢始めませんか 

（講）知新塾（やさしいお茶教室） 

大書心会 言志四録講読会 

１３ 日
知新塾（おいしいクッキング） 

水墨画サークル 

１４ 月 休館日 

１５ 火
陶芸教室 茶の湯をたしなむ 竹酔会 

ジャンプそろばん 

１６ 水    

１７ 木 （講）レカンフラワー 

１８ 金
（講）太極拳 

 ジャンプそろばん カラオケ声友会 

１９ 土

（講）健美操  

（講）知新塾（おもしろ科学実験） 

大書心会 ことぶき相談 

２０ 日
（講）そば打ちにチャレンジ 

（講）郷土史講座 

２１ 月 休館日 

２２ 火
陶芸教室 みどりすこやか会 

健康体操 ジャンプそろばん 

２３ 水 （講）毛筆写経のすすめ 吟詠辰城会 

２４ 木
（講）古布に親しむ カトレア会 寿美和会 

岩村短歌会 

２５ 金
（講）クロスフラワー ジャンプそろばん 

カラオケ声友会 サンコーラス 

２６ 土
（講）スポーツ吹矢始めませんか 

遺族会総会 戦没者追悼式 大書心会 

公民館周辺清掃作業 

２７ 日
（講）高山植物をたずねてミニ登山 

（講）知新塾（バラエティー講座） 

水墨画サークル 

２８ 月 休館日 

２９ 火 （講）陶芸教室 ジャンプそろばん 

３０ 水   

３１ 木    

いわむらコミュニティセンター情報 

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION 

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION 

岩村町の人口（平成24 年4 月１日現在） 

総数 5,412 人 （－31） 

男 2,609 人 （－9） 

女 2,803 人 （－22） 

世帯 １，８71 世帯 （－14） 
（     ）内は前月との比較 




