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*いわむら城下おかげまつり特集
*県内初 地籍調査事業 完了
*ぎふチャン岩村滞在レポート
*爆笑！ちいきこんだんかい！

2012 いわむら城下おかげまつり
～女城主･ゆかしき里

明日へのにぎわい～

あなたは見えましたか

明日へのにぎわい

～13,000 人のおかげさま～

いわむら城下おかげまつり

～ゆかしき里・明日への賑わい～

2012.11.4

～御礼～
11 月 4 日、岩村町で「2012 いわむら城下 おかげまつり」が開催されました。
長年親しまれてきた「産業祭」というタイトルを、感謝の念を込めて昨年「おかげまつり」に変更。そして通算 30 回目の
節目を迎えた今年は、会場を岩村コミュニティセンター（公民館）から古い町並み一帯（本通り）に移すという大胆なリニューアル
を実施しました。
そうした新たな試みが広く注目されたことや、当日は爽やかな秋晴れという好天に恵まれたこと、さらに秋の行楽シーズン最
盛期という好条件も重なって、昨年の約 5000 人を遥かに上回る約 13,000 千人（推定）の来場者があり、歴史の町並みがかつ
てないほどの賑わいを見せました。
今回の目玉のひとつは会場を最高時速 19km という低速で巡回する無料電気バス「EMU」。東に進むにつれて緩やかな坂道に
なっている町並みを、年配の人が楽に移動できるよう導入したツールで、蓄電型地域交通推進協会の協力のもと、黒部市で活
躍している一台をレンタルして実現。当日は予想を上回る人気ぶりでした。
その他、協賛店による特産物等のお得な「おかげ価格」販売や、岩村の観光ナビゲーターとして今後の活躍が期待されるご当
地キャラクター「直姫」のお披露目、岩村駅前 DJ ブースなどの新企画が目白押し。もちろん恒例の岩村と親交がある 5 市（知多、
西尾、伊豆、藤枝、掛川）による特産物販売所「ゆかりの郷」や、ミニ動物園などのキッズ向けのコーナー「こども横丁」も登場。さ
らに随所でロックバンドや和太鼓、雅楽の音色が祭りを盛り上げるなどの演出も。そして締めくくりの餅投げでは大歓声が上が
り、「ゆかしき里 明日への賑わい」というサブタイトル通り、古い町並み全体が賑わいと活気にあふれた一日となりました。
これもひとえに、ご協賛・ご協力、またご来場いただいた「皆様のおかげ」と深く感謝申し上げます。

～お詫び～
当おかげまつり中に開催された「スタンプラリー」イベントにおいて、主催者側の不手際により参加者の皆様にご迷惑をおかけし
たことに、深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。

【岩村城女太鼓】おかげまつりのはじまりを告げる太鼓の音

【賑わう町並み②】人並みをかきわけて走る電気バス

【賑わう町並み①】新町もちつき遠景

【賑わう町並み③】枡形メインステージ

いわむら城下おかげまつり
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【電気バス】歴史の町並みを最新の “ECO な” のりもの が行く

【火災予防防火パレード】華やかに火災予防を PR

【雅楽の生演奏：木村邸】 岩村には雅な音色がよく似合います

【安岐太鼓】お客様とのコラボ！！ 本当に盛り上がりました！！

【鉄砲鍛冶加納家】修理工事現場を特別公開、100 名以上が観覧
【こども横丁】こどもたちが思い切りあそべる そんな場所

みんなの思いがつながって、
ひとりひとりの心意気が集まって、
おかげさまで、盛大なまつりになりました。
明日へこの賑わいが伝わって欲しい。
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、深
くお礼を申し上げます。ありがとうございました。
【おかげ価格】商店会さんも“おかげ価格”でまつりをバックアップ！！

2012 いわむら城下おかげまつり実行委員会

報告：茅の宿 “ゆったり楽縁会”
婚活サークルイベントレポート
NPO 法人農村景観日本一を守る会では、築 120 年の古民
家でゆったりと愛を育む会員制婚活サークル“ゆったり楽縁会”
を発足し、「参加者同士が人柄に触れ合える」イベントを多数
開催しています。

初日の夜は外で茅の宿の外でＢＢＱ（バーベキュー）を行い、
自ら作った郷土料理の五平餅を食べるなど大変盛り上がりま
した。その後、宿にて 1 対 1 のトークや囲炉裏を囲んでの宴会
を通して、参加者同士がより深く知り合うことにつながった様
子でした。
2 日目はあいにくの雨で予定していたそばの収穫は中止で
したが代わりに恵那市や岩村にまつわるクイズ大会「ジモティ

10 月 27 日(土)～28(日)に第 3 回目のイベントを行いまし
た。今回は初の宿泊イベントということもあって、参加者数は

ークイズ」屋根裏部屋の探検、手つなぎ鬼ごっこ、籾を使った
焼き芋づくりなどを行いました。

日帰りの方含めて男性８名、女性６名、合計１４名の方にご参加
頂きました。また、新規の申込みの方が４名いらっしゃいました
が、気さくな会員の皆さんとの午前中の農作業で一気に打ち
解けあっていました。
また、最後には、参加者のお一人の声掛けにより、皆さんで
宿を掃除していただくという大変嬉しい事も。参加者全員で
隅々まできれいにして頂き事務局一同大変助かりました。
イベント後のアンケートからは、「内容が充実していてとても
これまでの日帰りイベントでは、茅の宿周辺の田畑での活動

楽しかった。」、「参加者 1 人 1 人と話せたのでよかった。」等、

でしたが、今回は岩村城下町散策にも出かけました。岩村の

ご満足頂けた様子とともに、「栗きんとん作りがしたい。」、「もっ

歴史資料館への見学や、岩村城本丸跡へのハイキング、女城

と農作業があってもいい。」等、今後の内容充実に活かせる具

主で有名な岩村醸造の見学など盛りだくさん。たっぷり歩いた

体的なご要望も頂きましたので、これからどんどん反映させて

後に岩村山荘のお風呂で汗を流して宿に戻りました。

いきます。お問い合わせは下記まで。
0573-43-4021（農村景観日本一を守る会 担当：中田）

お知らせ：岩邑小・中 PTA
合同資源回収のお願い
◆日時 平成 24 年

12 月 1 日（土） 午前 9 時～

※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 12 月 2 日（日）午前 9 時より行います。
◆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１５ｃｍ～２０ｃｍくら
いで十字にしばってください。
○針金しばらないでください。
○牛乳パックは洗って切り開いてください。
（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ください。
○段ボール箱に入れないでください。
（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ください。（口が割れないように）
○汚れたビンは洗ってください。
○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
ください。
☆アルミ缶
○かさが増大しますので、各家庭でつぶしてくださると助か
ります。
○アルミサッシも回収します。（注）ガラスは取り除いてくだ
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）ふた付アルミ缶の回収はできません。
【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「環境にやさしい」資源回収を目指して、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
回収いたします。）
◆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。
みなさんのご協力をお願いいたします。
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報告：地籍調査が全域完了!!

報告：知多市産業祭に岩村町から参加

岐阜県では初めての偉業！！
昭和 62 年度に事業に着手した地籍調査がこの 9 月 5 日の
飯羽間 11 地区の登記完了により、26 年間をかけてようやく全
域の調査が終了しました。
この調査は国土調査法にもとづくもので、進捗率は全国が
50％、岐阜県が 15％、そして恵那市が 40％という状況で、今回の
岩村町地区の 100％完了は、県内の合併前の市町村単位でと
らえた場合、県下で初めてのこととなります。
調査区域図

こんにちは！恵那特別支援学校です

ロックビレッジバザール
in 上町まちなか交流館
去る 10 月 19 日(金)10 時～12 時、上記催しを開催しましたと
ころ、岩村町内外より多数ご来場いただき、本校中学部の作業
作品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。

今回はじめて交流館をお借りしてのバザーの取り組みでした
が、皆様方のあたたかいご配慮とご好意のお陰でとてもよい場
所・よい会場で実施することが出来、職員･生徒一同大変感謝
する次第です。今後ともまたよろしくお願い致します。

＜ご案内＞12 月 16 日（日）13 時～15 時
本校体育館 2 階にて『クリスマスコンサート』を
開催いたします。お時間ありましたら、お越しくださ
いますようご案内申し上げます。

岩村町の特産物が大人気！
昭和 60 年から岩村町とふるさと協定を結び交流の盛んな知
多市において、10 月 27・28 日に第 40 回知多市産業祭りが開
催され、五平餅・かすてら・日本酒などを販売してきました。開店
前から長蛇の列ができ、大勢の方でにぎわいました。待ち時間も
1 時間を越すほど・・・。4000 本持っていった五平餅もなんと完
売。岩村の五平餅を買いに来たというお客さんも多数見えまし
た。岩村の特産物を楽しみに待っていてくれる！ 嬉しいですね☆
知多市の皆様には２０１２いわむら城下おかげまつりにもご参加
いただきました。

お知らせ：ぎふチャン岩村滞在レポート
今回は「いわむら城下おかげまつり」第 2 弾！
毎月第 3 木曜日、17 時～18 時に放送されているぎふチャン
（岐阜放送）のニュース番組「NEWS 5 PLUS」内で岩村のまちづく
り活動の様子がシリーズで紹介されています。
今回放送分（11/15 OA 予定）は、11/4 に開催された「2012
いわむら城下おかげまつり」のレポート第 2 弾。かつてないほどの
賑わいを見せ大成功を収めた祭りを、観光改革という見地から
紹介する予定です。

（10 月 18 日放送時の様子）
また引き続き放送と連動して 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
らも併せてぜひご覧ください。
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
（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

いわっこクラブ たくさん遊んでいます
放課後あそび体験(^0^)/
子どもたちの体験と交流を目的に開催している「いわっこクラブ」。
９月には、１年生が「体によい簡単おやつ」として「三色団子」を作りました。家庭
科の授業がない１年生にとっては、家庭科室での調理は未知の体験。食生活改善
協議会のお母さん方に教えてもらいながら、白：豆腐、赤：トマトジュース、緑：抹茶
の三色団子を作りました。おいしくいただいた後は、片付けもちゃんとできました。
２～４年生は、吉村綾子先生に教えてもらい、「牛乳パックの空気砲」を作りまし
た。子ども教室のクラフトは、単なる作品づくりでなく、作った後に皆で遊ぶことを
ねらいとしています。今回も、遊ぶ時間をたっぷり取って、飛ぶ距離を競ったり、玉
入れのカゴに投げ入れたりして遊びました。
１０月は、「飛行リング」と「ジャグリング」。森川彰夫先生に教えてもらった「飛行リ
ング」は、折り紙を丸く折るだけで、簡単なのによく飛ぶ飛行機。子どもたちは遊び
ながら、いくつもつなげたり、大きさを変えてみたり、工夫して飛ばしていました。
「ジャグリング」は、串原から古郡靖成さん・操さんの「めおとユニットぶんぶく」
が講師に来てくださいました。初めて見る技に子どもたちは興味津津。体験する時
間もあって、秘伝の技？を教えてもらいました。
いわっこクラブは、毎月１回ずつ月曜日の放課後に、小学校の空き教室で開催し
ています。地域の皆さん、いつでも遊びに来てくださいね。

【お問い合わせ】教育委員会社会教育課（４３－２１１２）

いわむら城下町のひなまつり 本格始動
2013 いわむら城下町のひなまつりメインテーマ

ゆかしき里 ときめかしき春
～君なくは なぞ身よそはむ～
（あなたがいないなら、どうしてこの身を飾りましょうか）

去る 10 月 30 日、「2013 城下町のひなまつり賑わい構想委員
会」が発足され、チーム編成・テーマ・今後の進め方について話し
合いました。今年度は、「笑い」、「飾り演出」、「発信」、「感動」、「サ
プライズ！ チーム T」の 5 チームに分かれてスタートしていきます。
来春は、城下町電線類地中化工事の完成とひなまつりの開催時
期が重なるため、外部への発信ＰＲには、より一層力を入れて活動
していきたいと考えています。また、昨年度に引き続き、多くの地域
住民が協力しあい、一人でも多くの来場者に喜んでいただける“ひ
なまつり”を目指していきたいと思います。地域みんなのチョットし

たお手伝いが、大きな「おもてなし」に変わりますので、気軽
に参加して下さい。

一緒に活動したい方！ 大募集！
アイデアをお持ちの方、一緒に活動してみたい方、手づくり
びなを展示してみたい方など、いわむら城下町のひなまつり
賑わい構想委員会またはいわむら城下町のひなまつりに興
味をお持ちの方は是非、事務局までご連絡ください！！
【城下町ホットいわむら事務局 電話 0573-32-1109】

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION

いわむらコミュニティセンター
IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION

サークル活動紹介

ジャンプそろばん
みなさん一緒に“そろばん”しませんか？
第 51 回ジュニアそろばん大会が 9 月 1 日、恵那市商工会
議所において開催され、 当教室からは、3 名の選手が参加
しました。
〘Ｓ３クラス 横水希望さん〙
総合競技の部２等 掛け算・割り算・見取算 満点賞
〘Ｓ４クラス 石田丈人くん〙
総合競技の部２等 掛け算・割り算・暗算 満点賞
〘 Ｓ４クラス 森田 丈くん〙
総合競技の部２等 掛け算・割り算・暗算 満点賞
３名とも、５５０点満点中５４０点という高得点でした。それぞれ
２等の金メダルを頂いてきました。
そろばんに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 と
作品募集 及び 芸能発表会 参加募集
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
していました岩村町町民展は平成２５年３月に延期します。
（芸能発表会と同時開催の予定）
★町民展への作品募集と芸能発表会参加募集
☆町民展作品募集期限
… 平成 25 年１月末日
☆芸能発表会参加募集期限
… 平成 25 年１月末日
（岩村コミュニティセンターまで応募ください）

図書室の再開と事務室移動
と 玄関入口の変更解除
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
に館内の図書室へ移動していましたが、下記のとおり図書室は
再開し事務室も元の場所に戻ります、また玄関入口も元の状
態に戻ります。（玄関は自動ドアとなります）
ご迷惑をおかけしました。

１１月２０日（火）から

◆

乳幼児学級へのお誘い !!

いわむらコミセン 1２月の活動

育児世代の皆さん……ご存知ですか？
１２月は「クリスマス会」です。
人形劇を皆で楽しみます。そして簡単なカード作り、ありがとう
の気持ち届けます。お誘いあわせのうえお出かけください。
◆ 日時 １２月２０日（木）午前１０時から
◆ 場所 岩村コミュニティセンター 大会議室

ピンク色・・・講座 緑色・・・サークル 青色・・・その他
1 日（土） 健美操 大書心会 2 日（日） リラックスヨガ＆アロマ、知新塾・バラエティー講座 人権相談所 4 日（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 5日（水） 優雅にフラダンス 6日（木） 古布に親しむ・パート２ カトレ
ア会 こぎつねくんワールド 7 日（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 8 日（土）大書心会、言志四
録購読会 9 日（日） 知新塾・おいしいクッキング 水墨画サークル 11 日（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 12 日（水） 毛筆写経のすすめ 吟詠辰城会 少年少女雅楽クラブ 13 日（木） こぎつねくんワールド 14 日
（金） ジャンプそろばん 15日（土） 健美操 大書心会 恵那ことぶき結婚相談所 16 日（日） 郷土史講座・パート２、知新塾・バ
ラエティー講座 18 日（火）竹酔会、民謡みどりすこやか会、ジャンプそろばん 19 日（水）優雅にフラダンス 20 日（木） 古布に
親しむ・パート２ カトレア会 乳幼児学級 21 日（金）太極拳 短歌会、ジャンプそろばん、カラオケ声友会 22 日（土）大書心会、
サンコーラス 23 日（日）そば打ちチャレンジ・パート 2 水墨画サークル 商工会青年部クリスマスイベント 25 日（火） 健康体
操、ジャンプそろばん 26 日（水） 毛筆写経のすすめ 吟詠辰城会
【休館日・特別休館日】 3 日（月）、10 日（月）、17 日（月）、24 日（月）、27 日（木）～1 月 4 日（金） 年明けは 1 月 5 日（土）より

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。

岩村町の人口 （平成 24 年 11 月１日現在） 総数５，392 人（+13） 世帯 1,887 世帯（+9） ※カッコ内は前月比

お知らせ
コラアゲンはいごうまん
IWAMURA ライブ
珠玉の岩村ネタ披露

爆笑したいヤツ！
この指とまれ！！

爆笑！
ちいき
こんだんかい！
１１月２７日

若者よ！叫べ！

WAHAHA 本舗所属

（火） 19 時より

岩村振興事務所 2 階 大会議室
入場無料・申込不要

10 代～40 代の若者を対象とした「地域懇談会」を開催します。気軽に岩村町の未来や夢を語る懇談会。
懇談会に先立ち、WAHAHA 本舗所属コラアゲンはいごうまんが、あの「松本人志のスベらない話」で本当にスベらなか
った爆笑ネタに加え、ご当地ネタ（岩村ネタ）を披露します！
■19:00～ コラアゲンはいごうまん LIVE

■19:30～ ちいきこんだんかい（はいごうまん氏も参加します）

主催：岩村地域協議会 問い合わせ：岩村振興事務所振興課 0573-43-2111

