
 

  

 
 

 

       

 

 

 

 
 

 
 

2012いわむら城下おかげまつり 

～ゆかしき里 明日へのにぎわい～ 

11 月 4 日（日）いよいよ町なか開催！ 
 

 

 

  

 

開催時間：午前 9時 30分～午後 2時頃 

                          会    場：岩村駅～本通り～本町弘法屋前までの通り沿い 

（午前 9時～午後 2時３０分まで、勝股交差点から弘法屋前までが通行止めとなります。ご注意ください） 
 

歴史読本第 3巻完成！ おかげまつりにて販売決定！  
 

広報いわむら 
 

*2012いわむら城下おかげまつり 

*『岐阜の宝もの』飛騨小坂視察 

*特別支援学校「知新祭」 

 

 

発行/城下町ホットいわむら 

〒509-7403 恵那市岩村町 209 番地 4 

http://www.hot-iwamura.com 

平成 24 年 10 月 15 日発行 №17 

 

   

   

ほっと・ホット・もっと 

・岩村女太鼓・近隣の和太鼓の迫力の競演！ 

・ゆかりの郷（知多市・西尾市・伊豆市・藤枝市・掛川市）の物産販売！ 

・これは便利！城下町と電気バスのコラボレーション！ 

・キッズがわくわく、移動動物園・こども横丁・ストラックアウト！ 

・岩村町内外から集まる飲食・物販・展示ブースの数々！ 

・柴田家等岩村指定文化財で文化振興会作品展同時開催！ 

・その他、あんじゃない踊り・直姫プロジェクト・・・ 

・・・ぜ～んぶ町なかでやっちゃいます！（詳しくは２頁で） 



2012 いわむら城下 おかげまつり ～ゆかしき里 明日へのにぎわい～ 

今年は何が違う？ 町なか開催徹底特集！ 
 

①会場が町なかへ移動します！ 
 

 昨年、毎年秋の恒例行事であった「岩村町産業祭」が、「いわ

むら城下おかげまつり」と名称を変え、「秋の収穫をよろこび、郷

土への感謝（おかげさま）を伝えるイベントとして新たなスター

トを切ったのはご存知の通り。 

 

 今年はさらに、会場を従来の岩村コミセンから、岩村町の財産

である城下町の町並みに舞台を変え、開催いたします。 

 

 岩村町はかつて城下町として大変栄えた地域でした。その頃

のにぎわいを今また取り戻し、今後の岩村の発展につながるイ

ベントに育てていきたい。 

サブタイトルの「明日へのにぎわい」にはそんな想いが込めら

れています。 

 
このにぎわいを町なかで・・・（昨年の様子） 

 

②町なかを電気バスが走ります！ 
 

 町なか開催に伴い、東西に会場が長くなります。そのため会場

内の移動手段として、電気バスが本通りを往復運航します。 

 

 この電気バスは、「（社）蓄電型地域交通推進協会」が導入・

普及を促進する「E コミバス」です。現在富山県黒部市宇奈月

と群馬県桐生市で実験運航されているうちの一台をお借りし

て、岩村町でも実験走行します。 

 

 電気による動力、最大時速 19kmという低速走行によって、環

境面・安全面に配慮し、窓の無いオープンな設計によって城下

町の町並みを開放的に体感することができます。 

 

 「E コミバス」の詳細については（社）蓄電型地域交通推進協

会のホームページをご覧ください。 

http://www.fortes.jp 

  

 

 

③おかげ価格でおトクなお買いもの 
  

 会場となる本通りにはたくさんの商店があります。おかげまつ

りではこうした商店が日ごろの皆さんへの感謝をこめて、一部

商品で「おかげ価格」を実施、おトクなお買いものを楽しんでい

ただけます！ 

 
このマークがおかげ価格実施店の目印です！ 

 

 自分たちの町のお店で自分たちのものを買うことは、地域の

維持のために役立つことです。おかげ価格には、おかげまつりを

きっかけに商店と町の人とのコミュニケーションがたくさん生ま

れてほしい、という願いが込められています。 

 

 

 

④「いわむら直姫」参上！その正体は・・・？ 
 

岩村の観光ナビゲーターとして、婚カツのお助け姫として、初

登場のいわむら「直姫」。ステージでは、秋山信友と共に戦国時

代の一コマを演舞で紹介致します。 

   
 

2013年ひな祭りで開催予定の「直姫コンテスト」の PRも！ 

 

また城下町内を「あんじゃない踊り隊」と共に練り歩きなが

ら、皆様にお披露目をします！ 

 

この他にもたくさんのイベント・バザーが盛りだくさん！！詳細は 10月下旬の新聞折り込みチラシをご

覧ください。たくさんの方のご来場お待ちしてます！！ 
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お知らせ：歌子さんの集い 
 -実践女子学園 下田歌子研究所主催-   

  

 皆さんとお茶を飲みながら、下田歌子さんについて、聞き・語

り・考える集いです。岩村とその近郊の皆様のご来場をお待ちし

ております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日    時： 平成 24年10 月21 日 (日) 
時 間： 13:00～15:00 

場    所： 岩村振興事務所 2階 大会議室 

主 催： 実践女子学園プロジェクト研究 下田歌子研究所 

問い合せ： 実践女子学園下田歌子研究所 042-585-8945 

鈴木隆一（携帯） ０９０-８１３５-２４２１ 
 
 

 
 

お知らせ：町民運動会開催 
今年で“４０回目”の開催！！ 

 
 

 
歴史資料館広場で開催 

していた頃の貴重な写真 
 

日   時： 平成 24年 10 月 21 日 (日)  午前 8：00～ 

場   所： 岩村総合グラウンド  主催： 岩村町自治連合会 

問い合せ：岩村振興事務所 
 

 

 

 

お知らせ：岩村駅で焼き芋販売開始 
冬の岩村駅の風物詩・・・心もからだもポカポカ 
 

１つ２００円！！１０月中旬より販売！！ 

年賀状・切手・はがきも絶賛販売中！！ 
 

 

お知らせ：第十六回言志祭 
～佐藤一斎祭り～  
佐藤一斎生誕二四〇年記念 

  

 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 

日 時： 平成 24年１０月2０日(土) １０:00～１１：００ 

会 場： 佐藤一斎銅像前 

          （雨天：岩村コミュニティセンター） 

 

◇記念講演会 

日    時： 平成 24年１０月２０日（土） １３：３０～１５：00 

会    場： 岩村コミュニティセンター ２階大会議室 

演    題： 「言志録の意味深長」 
講    師： 近藤正則先生 （岐阜女子大教授） 
 

◇言志祭協賛特別展 

期    間： 平成 24年１０月２日～１１月１１日（日） 
会    場： 岩村歴史資料館（休館日：毎週月曜日） 

展 示 品： 六曲一双屏風、斎藤一斎宛私信 

佐藤一斎関係文書など初公開！ 
 

 

お問い合わせ： 鈴木隆一(佐藤一斎顕彰会)  ０９０-８１３５-２４２１ 

 

 

お知らせ:第 11回いわむら城下町のひなまつり 
開催期間決定！ 

  

 昨年度大きくスケールアップして開催された「第１０回いわむら

城下町のひなまつり」。これまでにない多くのお客様を集めて、大

好評のうちにその幕を閉じました。 

 

 
記憶に新しい昨年度のひなまつり 

 

10月14日、今年度１回目の構想委員会が開かれ、第１１回ひなま

つりの開催と、その開催期間が決定しましたのでお知らせいたし

ます。詳細は次号より随時お知らせしていきます！！ 

 
 

 

第 11回いわむら城下町のひなまつり 

開催期間：平成 25年 3月 2日（土） 

～4月 3日（水） 

第一部 

薩摩琵琶弾奏 

『歌子抄』 

井村右水氏 

第二部 

歌子さんの思い出 

第三部 

講演 

～下田歌子の新資料に

ついて～ 

湯浅茂雄氏（実践女子

大学・短期大学学長） 
 

 参加費無料 
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報告：岐阜の宝物認定第 1号「飛騨小坂の滝めぐり」研修視察 
観光資源を生かした取り組みを先進地から学び、岩村を「明日の宝もの」から「岐阜の宝もの」へ！！ 

  

平成 24年 9月 12日、岩村町内外から 20名の識者が集ま

り、岐阜県下呂市小坂町を視察研修してきました。 

この視察研修は、「グランドデザイン策定事業」を進める「い

わむらをデザインする会議」で選定されたものを、市民三学岩

村委員会が主催したものです。 

 

 飛騨小坂では景勝地として有名な巖立以外にも、これまで明

らかにされ滝めぐりを観光の軸に据え、「NPO 法人飛騨小坂

200 滝」が維持・管理に取り組んでいます。その取り組みが評

価され、岐阜県が制定する認定制度「岐阜の宝もの」にいち早

く認定、一躍脚光を浴びています。  

 

 特に岩村町の皆さんが注目をしたのが、小坂の滝を知り尽く

した「ボランティアガイド」の存在でした。 

 
 

何気なく見過ごしそうなものも、そこにはストーリーがあり、語り

手がいてこそ輝くものがある・・・岩村の観光にも当てはまるこ

とかもしれません。 

視察にうかがった岩村の皆さんもガイドの説明に耳を傾け、

いつしか美しく豪快な滝の数々に夢中になっていたようでした。 

 
 

 最後には、NPO のスタッフの方々と質疑応答の時間が設けら

れ、「岐阜の宝もの」認定後の変化や、団体の運営について情

報を交換しました。 

 

 この視察を受け、岩村が岐阜の宝ものになるために何をして

いくのか、今後のデザイン会議の中で再び検討し、観光計画を

策定していく予定です。 
 

 

 

 

 

・参加者基本情報 （総数 20名） 

性別 居住地 

男 15 女 5 岩村 11 飯羽間 5 富田 3 町外 1 

年齢 

30代 １ 40代 ４ 50代 7 60代 3 70代 5 

 

・小坂のボランティアガイドの満足度 

満足 11 ふつう 9 不満足 0 

・小坂のボランティアガイドの思い 

伝わった 19 伝わらなかった  1 

・小坂の滝めぐりに再度訪れたいか 

訪れたい 14 わからない 5 来たくない 1 

・その他ご意見等 

・難易度（初～上級）があり、チャレンジ精神がかきたてられる。 

・事前の DVD での説明や同行によるガイドで事前の知識や解

説があると、やはり現場での感じ方や、見方が違ってくる。だ

が、有料となるとどこまでニーズがあるかは疑問。 

・NPOの運営やガイドなどにはボランティア精神が大切。 

・常駐で動けるスタッフが 15～20 名でローテーションできる強

みがある。 

・まだまだ発展途上感は否めない。町ぐるみという感じはない。 

・貴重な資源として認定されたので、新たな活性化対策を考

えていってほしい。 
 

グランドデザイン事業とは！？ 
 

城下町ホットいわむらでは、財団法人岐阜県産業経済振興セ

ンターの補助金を受けてまちづくり計画の策定を行う事業を

「グランドデザイン策定事業」という名称で、次の通りに実施し

ています。 

 

 この事業の実施にあたっては、今後、アンケート等を実施して

進めていきますし、途中経過等も紹介していきますので、皆さ

んのご意見やご協力をいただきますようお願いします。 

 

 
１．事業目標 

 H24,25年の 2か年で「観光地域計画」を策定します。 

 

2. 実施主体 

   城下町ホットいわむら 

 

3．計画策定の趣旨 

 岐阜の宝もの認定プロジェクトにおいて、平成 23 年度に

「明日の宝もの」として認定されましたが、そこから「岐阜の

宝もの」へのステップアップをはたすことを目指し、観光地域

計画を策定し関連施策を体系的に実施する必要がありま

す。 

また、電線類地中化に代表されるまちづくり交付金事業も

本年度で完了することから、これらの新しい観光資源をいか

す長期的な視野に経ったいわむらをイメージした観光戦略

を策定する必要があるためです。 

事業の概要 

 

小坂の滝めぐり視察参加者アンケート結果 
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報告：ホットな田んぼ稲刈り体験 
待ちに待った稲刈りは今年も大豊作！！ 

 

ホットいわむらの食育事業の一つとして取り組む稲作体験も

いよいよ稲刈りの時を迎えました。9月 29日（土）、親子 10組が

参加して、たわわに実った稲を手作業で収穫していきました。 
 

  

  
 

はじめに「ＮＰＯ法人農村景観日本一を守る会」会長吉村攻平

さんから、うまく稲を刈るコツや、簸にかけるために稲をまとめる

方法を説明していただき、これには大人の参加者も興味深そう

に聞いていました。 

約 2反の田んぼから採れたお米は 16俵。このお米は 11月 4

日のおかげまつりで販売される他、五平餅としても食べていただ

ける予定になっています。さて、自分たちで作ったお米の味はい

かがでしょうか？是非ご賞味ください！ 
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報告：秋の月待ちお堂めぐり 
およそ 650名の参加者が願いをかけて！ 
  

今年も「農村景観日本一」の富田地区で、毎年（秋分の日）恒

例の「秋の月待ちお堂めぐり」が開催され、今年は特に富田ｳｫｰｷ

ﾝｸﾞｺｰｽ設置記念ということもあり、秋の収穫期を迎えた富田地

区の外周を田園風景を眺めながら約 8 キロの道のりをさわやか

な秋空の中、たくさんの方が歩かれました。 

ｺｰｽ途中では各地区の方による休憩所での昔ながらの接待

（お茶や枝豆）などが設けられ、参加された方のひと時の憩いの

場となっていました。 

ゴールの富田会館でも色々な方の出演や、お楽しみ抽選会と

参加賞の野菜が大変喜ばれておりました。 

 
 

・遠方賞：千葉県市川市・京都府右京区からの 2名 

・特  賞： 岩村町の遠山わかな ちゃん 8歳 

・かぼちゃ重量当てクイズ: カボチャ４ヶの合計 174.3ｋg   

（受賞者 １１名） 

・かかしコンテスト: 最多得票は 170 票で「かかし侍と飲み過ぎ

の鈴木係長」でした 

  

 

 

 

報告：岩村秋祭り 
神輿渡御行列・岩村獅子舞、華やかに町を彩る 

 

平成２４年１０月６日・７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 
 

 
整然と並び歩く神輿徒御行列 

 

また、６ 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。 
 

 

お知らせ：ぎふチャンでオンエア開始！ 
第 3木曜日の夕方のニュースにご注目ください！ 
 

10月から来年3月までの半年間、ぎふチャン（岐阜放送）の夕

方 5 時からのニュース番組で岩村のまちづくり活動の様子が毎

月シリーズで紹介されます。ぜひご覧ください！ 
 

 

今月と来月放送分（10/18、11/15）は、11/4 に開催予定の

「2012 いわむら城下まつり」に焦点を当て、準備段階から祭り当

日の様子が紹介さ

れる予定です。 
       

また、放送と連動

して WEB（ホームペ

ージ、フェイスブック、

ブログ、ツイッター）

での情報発信も随

時行っているので、

そちらもぜひチェック

してください。 

 

 

番組名：「NEWS 5 PLUS」（17：00～18：00）                  

毎週木曜日「ぎふ・まちはっけん隊」コーナー（17：20～4０分ごろ） 

 

岩村のレポート OA予定日：毎月第 3木曜日                 

（10/18、11/15、12/20、‘13年 1/24、2/21、3/21） 

 

ホームページ：http://gifuhakken.jp/                        

フェイスブック：http://www.facebook.com/gifuhakken 

ツ イ ッ タ ー：https://twitter.com/gifuhakken                

ブ ロ グ：http://blog.goo.ne.jp/iwamurahakken   



 

 

 

 

 

 

こんにちは！恵那特別支援学校です 

「知新祭」開催のお知らせ 
  来る１１月２２日（木）２３日（祝・金）に「知新祭」を行います。各クラスや学年グループで、ステージ発表をします。また、作品展示も

あります。日頃の学習の成果を発表しますので、是非ご覧ください。あわせて、ロックビレッジバザール（中学部の作品販売、高等部

の製品販売）も開催します。ご来校お待ちしております。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
    

 

 

 
 
 

 かぼちゃパーティー！！ 
 

年長さんが畑で作ったかぼちゃを使って団子を作り、小さい子たちに振舞うパーティーをし

ました。パーティーで小さい子たちにどんなことをしてあげたら喜んでくれるか？をみんなで一

生懸命話し合いました。 

「看板を作ってお店みたいにしたい」「食べる時ランチョンマットがあるといい」「食べるところまで連れて行ってあげる」 

「団子を持っていくときお盆がいる」「女の子は頭にカチューシャをつけたい」「男の子は蝶ネクタイ！」 

5 歳児といえどもちゃんと考え、意見が言えることに     

しっかりしてきたことを感じます。 

 

パーティーのための看板や小物などは登園するとす

ぐに自分たちで相談して作り始めました。子どもたちが

主体になるとはこんなにも積極的になれ、心から楽しい

と思えることなんだと改めて教えられました。 

 

当日は全園児の団子300個を年長41人でせっせと       

丸めて大忙しでしたが黄色いお月様のような柔らかい

団子ができ、小さい子たちも大喜びで食べてくれまし

た。 

小さい子のために働き、「ありがとう」と言ってもらえ

たことがとても気持ちよく、達成感を味わえた年長さん

の顔はどの子も満足気でした。 
 

 

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 

岩村保育園 

 

 

 

 

１１月２２日（木）  ステージ発表        ９：３０～１３：５５  

ロックビレッジバザール １４：１５～１４：４５  

１１月２３日（祝・金）ステージ発表       ９：３０～１１：４５ 

ロックビレッジバザール  １２：１０～１３：３０ 

          ステージ発表会場：体育館 

         作品展示会場：東館２階 

ロックビレッジバザール会場：体育館１階ピロティー 

 

恵那特別支援学校「知新祭」 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

サークル活動紹介  

楽 書 会 
 !!皆さん一緒に楽しく書をしてみませんか!! 

（楽書会グループ代表） 熊 谷 秀 夫 さん 
 

気楽に書こう、楽しく書こう、という意味で「楽書会」と名付

けました。 気楽に、とはいっても筆使いをはじめ、基本的なこ

とを、しっかりと学んでいます。 

（町民展出品作品の一例） 

 

文字の歴史では、五書体（楷・行・草・隷・篆）の中で、楷書

が一番後にできたことを知って驚いたりしています。また、書

式で「短冊」は、短歌を書く為にできたもので、二行に分けて

書き、書き出しは、上からだいたい三分の一ぐらいのところか

ら書き始め自作の歌では、一・二行の頭をそろえなければな

らないなど、色々な事を学んでいます。 

そして、書で何よりも大切なことは「心」です。書を学ぶこと

を通して心を養うことに努めています。その心込めた書作品

を、町民展で発表していきます。 

興味関心のある方は、気楽に声をかけてみてください。 
 

 

岩村町民展の延期 ＆  

文化振興会岩村支部作品展の開催 
・岩村コミュニティセンター改修工事に伴

い、毎年１１月に実施していました町民展

を延期します。（実施予定は来年３月頃） 

・おかげ祭り（旧産業祭）が町並にて行わ

れる事となりましたので、振興会では協

賛の振興会作品展示を次のとおり実施

します。 

◆ 文化振興会作品展示会 

１１月４日（日）おかげ祭同時開催 

勝川邸、土佐屋、木村邸など 
 

 

 

  

 
 

 

 

岩村コミュニティセンター 図書室 

一時休館と事務室移動 

 
岩村コミュニティセンター改修工事

に伴い、事務室を一時的に館内の

図書館へ移動します。このため下

記のとおり、図書室は一時休館とし

ます。 

ご迷惑をおかけしますがよろしくお

願いします（返却のみ受け付けま

す。貸出はできません。） 

◆期間・・・10月 16日～11月 15日 
 

岩村コミュニティセンター 入口の一時変更 

岩村コミュニティセンター改修

工事に伴い、玄関の改造が行わ

れるため館内への入館は一時

的に大ホール玄関からの入る事

となります。ご迷惑をおかけし

ますがよろしくお願いします。 

◆期間・・・10月 16日～11月 15日 
 

 

乳幼児学級へのお誘い 

育児世代の皆さん・・・ご存知ですか？ 
 

11月は 

「リトミック」です。 
音やリズム遊び、遊びを通して音楽を感

じる豊かな心を育てます。 

誘いあってお出かけください。 

◆ 日時 １１月２２日（木）午前１０時 

◆ 場所 岩村コミュニティセンター  

大会議室 

 

岩村町の人口（平成24年10月１日現在） 
総数 5,379人 （▲９） 

男 2,596人 （▲５） 

女 2,783人 （▲４） 

世帯 1.878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。 

いわむらコミュニティセンター 

   

 

   

 

移 

動 

事務室移動 

図書室一時休館 

入るときは大ホール玄
関から入ってね 

 



 

 

 

 

 

１１月の活動 
日 曜 講  座 サークル その他活動など 

１ 木 古布に親しむ・パートⅡ   こぎつねくんワールド 

２ 金 太極拳 
ジャンプそろばん  カラオケ声友会 

サンコーラス 
  

３ 土 健美操 大書心会 スポーツ吹矢 

４ 日 
リラックスヨガ＆アロマ 

知新塾・バラエティー講座 
    

５ 月  休館日   

６ 火 ゆったり里山ハイク 
竹酔会  みどりすこやか会 

ジャンプそろばん 
ＪＡ健康診断 

７ 水 優雅にフラダンス   ボランティア協議会 

８ 木   カトレア会 こぎつねくんワールド 

９ 金   ジャンプそろばん  カラオケ声友会   

１０ 土   大書心会  言志四録講読会   

１１ 日 知新塾・おいしいｸｯｷﾝｸﾞ 水墨画サークル   

１２ 月   休館日   

１３ 火   健康体操  ジャンプそろばん 恵那ことぶき結婚相談所定例会 

１４ 水 毛筆写経のすすめ 吟詠辰城会   

１５ 木 
古布に親しむ・パートⅡ 

レカンフラワー 
  こぎつねくんワールド 

１６ 金 太極拳 ジャンプそろばん  カラオケ声友会 市長・市議選挙準備 

１７ 土 健美操 

大書心会  サンコーラス 

言志四録講読特別公開講座 

ことぶき相談   

スポーツ吹矢 

市長・市議選挙準備 

１８ 日 

紅葉の山めぐりミニ登山 

郷土史講座・パートⅡ 

知新塾・バラエティー講座 

  市長・市議選挙 

１９ 月  休館日   

２０ 火   
竹酔会  健康体操 

ジャンプそろばん 
  

２１ 水 優雅にフラダンス     

２２ 木   カトレア会   

２３ 金   ジャンプそろばん カラオケ声友会   

２４ 土   大書心会  サンコーラス   

２５ 日 そば打ちﾁｬﾚﾝｼﾞ・ﾊﾟｰﾄⅡ 水墨画サークル   

２６ 月   休館日   

２７ 火   
健康体操  ジャンプそろばん 

岩村短歌会 
  

２８ 水 毛筆写経のすすめ 吟詠辰城会   

２９ 木     こぎつねくんワールド 

３０ 金 太極拳 サンコーラス   

３１ 土       
 

※ ８月から１２月まで岩村コミュニティセンターは大規模改修工事に入っていますので、使用についてご迷惑をおかけしますが、よろ

しくお願いします。なお、工事期間中大ホールは使用できませんのでご注意ください。 

※ １０月１６日から１１月１５日間は改修工事のため、館内の図書室を一時休館とします。なお、この期間は正面玄関が閉鎖されますので、

大ホール玄関からお入りください。 

いわむらコミュニティセンター情報 

   

 

   

 


