
   

   

 

 

 
 
 
       
 
 
 
 

 

 
 

 

2013 いわむら城下町のひなまつり開幕 
 

 

 

 

 

 

～歩きたくなる城下町～ 何だかホッとする 多くの人に感じて欲しいな(^0^)/ 

広報いわむら  

*ひなまつり開幕 

 2013 いわむら城下町のひなまつり写真館 

 みんなの力をあわせた手づくりイベント 

*城下町縦断！ながーい！テープカット 1.3ｋｍ 

*地域協議会と女性との懇談会 

 

発行/城下町ホットいわむら 

〒509-7403 恵那市岩村町 209 番地 4 
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いわむら城下町のひなまつり開幕  2013.3.2～2013.4.3 
 

“あいち戦国姫隊”3/2・3 日特設ステージで 4 度舞った 

日本甲冑武者隊も再来 ほら貝の音色が城下町に響いた 

“羽織っておひなさま気分”多くの子ども達がおひなさまに！？ 

柴田家の「手づくり雛ギャラリー」は見ごたえ十分 

 

姫様方による 3/23“テープカットイベント”の告知 

姫隊「江（ごう）様」が町の子どもと町歩き 

3/2・3 と「着物着付け体験」を開催しました(^0^)/ 

ペットボトルで作られた巨大びながメインステージに登場！！！ 



みんなの手づくりイベント いわむら城下町のひなまつり 2013.3.3～2013.4.3 

 

【2/21 ねんどびなづくり】幅広い年代の 115 名が参加(^0^)/ 

【2/13 もちばなづくり】地区開催もあわせ約 150 名が参加(^0^) 

【柴田家】中学生による版画 どれも力作ぞろい 

【2/20 新聞社訪問】中日新聞本社の玄関前でＰＲ撮影！！！ 

 

【2/21 ねんどびなづくり】手づくりの暖かさが伝わるおひなさま 

【3/4(月)のメインステージ】ねんどびなに見入るお客様たち 

【ひなとうろう】小学生が 300 ものとうろうを完成させてくれました

【3/2 中日新聞朝刊】みんなの力を集めたひなまつり開幕！！！ 



まだまだ続く いわむら城下町のひなまつり 2013.4.3 まで 

 

みんなの「心」を集めて開催中の“2013 いわむら城下町のひなまつり”。まだまだ、ご紹介できていないものが、たくさんたくさんあり

ます。ホットいわむらだより 4 月号で改めて、ご紹介させていただきますね(^0^)/ 
 

 

3/23 城下町縦断！テープカット 

達成すれば…日本最長！！！！！ 
  

 

電線類地中化工事等の完成記念として、「テープカット」を行

うことになりました。城下町の上から下まで約 1.3km の“ながー

い”テープカット！ 生まれ変わった城下町を末永～く大切に守り

続けていくことを願いながら、地域のみんなでお祝いしましょう！ 
 

 

イベントタイトルも長～～い(@.@)/ 

 

みんなが主役だよ 
恵那市岩村町社会資本整備総合交付金事業完成記念イベント 

みなさまのおかげです 城下町縦断！ 
なが～い！ テープカット 1.3km 

 

日時：平成 25 年 3 月 23 日（土） 雨天決行 

参加方法： 

主催者が準備する“はさみ”を受け取り、本通り 1.3km にバ

ランスよく整列してください 

参加費：無料 

※はさみとテープカットした記念テープはそのままお持ち帰

りいただけます 
 

スケジュール： 

15:00 はさみ配布・整列開始 

16:00 整列完了・完成記念式典開始 

16:30 テープカット 
 

参加対象者：恵那市民、特別参加希望者 
 

先着：1,000 名 
 

主催：2013 いわむら城下町のひなまつり賑わい構想委員会 

 

 

 

 

 

3 月２３日 

 

土 

 

城下町ひなまつり音楽祭 ～音でつながる まちとひと～ 

時間 13:00～ 場所 岩村本通り 

 

 

 

 

城下町縦断！！ながーいながーいテープカット 

時間 16:00～ 場所 岩村本通り（城下町縦断 1.3km） 

  宵のひなまつり 

時間 18:30～ 場所 庚申堂前・勝川家と勝川家周辺 

3月24日 

 

日 茅の宿でおひなさま会   ～宿の蔵にもひな飾り登場～ 

時間 10:00～15:00 場所 茅の宿とみだ 

3 月３１日 

 

日 ひなの呈茶会（岩邑わらくの会・神谷塾） 

時間 10:00～15:00 場所 勝川家 

 日 茅の宿でおひなさま会   ～宿の蔵にもひな飾り登場～ 

時間 10:00～15:00 場所 茅の宿とみだ 

今後の主なイベントスケジュール 

 

いわむら“せんしょ隊” 募集中 （3/7 現在、53 名登録） 

～無理せず・楽しく・あるがままでＯＫ～ 

いつもどおりにお客様とお話ができれば・・・ 

お客様へのおもてなしの心を現せたら・・・ 

詳しくは、振興事務所振興課（43-2111）まで。 

 

茅の宿の蔵飾り （お願いすればいつでも見れます） 

ひなの呈茶会（気軽に“お茶”を楽しめます） 



報告：女性の目線 女性と岩村地域協議会と語る会 

 

 

 

お知らせ：三森山ウォーキング 
 みんなで歩こう！春の山 
 

 

ふるさとの山、三森山をみんなで歩きましょう！ 

春の三森神社の祭礼に合わせ、春の訪れを体中で感じる三

森山ウォーキングが今年も開催されます。 

三森神社前ではおいしいみそ汁もご用意されてますので、皆

さんお誘いの上ご参加ください！ 
 

 
正午から三森山の祭礼があります！ 

日  時：平成 25 年 4 月17 日（日） ※小雨決行 

受  付：午前 8 時 30 分 

集合場所：ふるさと富田会館 ≪出発：午前 9 時≫ 

持 ち 物：弁当・水筒・おわん・はし・雨具 

 

※ウォーキング中けがをした場合、応急処置はいたしますが、各

自での対応をお願いします。 

 

 

上町まちなか交流館をご利用ください！ 
 サロン、ワークショップ、会議等にぴったり 

 

 

上町まちなか交流館では、1 階貸しスペースのご利用者を随

時募集しております。お得な使用料でさまざまな用途にご利用

いただけます。詳しくはホットいわむら事務局（32-1109）までお

問い合わせください。 

≪ご利用例≫ 

2 月 27 日（水） 将棋サロン開催 

ふるさと活性化協力隊員中田さんの企画で、将棋愛好者を    

募り将棋サロンが開催されました。小学生～70 代にわたる 

1２名が集い、小学生が大人に一歩も引かない熱い対局が繰

り広げられていました。 
 

 

  
イベント中展示のおひなさまをバックに長考中！？ 

 

≪今後の予定≫ 

◎将棋サロン： 4 月 8 日 （月）15：00～17：00  

◎ギターサロン:4 月 22 日（月）15：00～17：00  

・ギターに興味のある方どなたでも。お子様用ミニギターや、

今は製造していない恵那楽器制作のギターも弾けます！ 

[両サロン共通] 

参加費：大人･親子･３世代参加￥500 小人･兄弟参加￥300 

お問い合わせ：恵那市ふるさと活性化協力隊 中田誠志  

             TEL ０９０－６１６３－６７２９ 

2 月 19 日（火）、岩村地域協議会主催で「女性の目線 女

性と岩村地域協議会と語る会」が開催され、町内 19 名の女

性が参加されました。 

この座談会は昨年 11 月「若者」2 月「地元議員」に続く第

3 弾で、岩村地域計画を実現させるための住民意見・要望

収集対策事業として開催されました。 

 

 今回は「女性目線」ということで、「福祉」や「子育て」に関す

るご意見も多く見受けられ、それぞれ活発な発言をされてい

ました。その一部を右欄でご紹介いたします。 

 今回出された意見は 3 月 8 日の地域懇談会で市への提言

として発表する予定です。 

【女性との懇談会ご意見抜粋】 

・女性が元気  ・子育ての環境が整っている 

・女性のアイデンティティを主張できる仕組みを作る 

・多世代がかかわりあえる町 

・空き家を特に女性企業家に貸す  

・福祉バスが本通りに通ってほしい、福祉バスをもっと便利に 

・今まで注目されていない神社も祈りと癒しの場として見直す 

・パワースポットが多い、極楽駅・お城の井戸をパワースポットに 

・町内の街灯暗い、夜明るくすれば観光客も増えるかも 

・違法駐車が多いのが残念 

･町民が佐藤一斎に関心が薄い 

・何をするにもチームワークが大切 



 

「いわっこクラブ」で、子どもたちと一緒に遊びませんか？ 

 

 恵那市子ども教室「いわっこクラブ」をご存知ですか？子どもたちの様々な体験と、異

年齢や地域の大人たちとの交流を目的に、放課後の小学校を利用して開催しています。 
  
 今回のいわっこクラブは、「作って遊ぶクラフト」のほか、「昔遊び」「自然体験」「調理」などを行う予定です。また、

新たに、ホットいわむらの「米作り」にも参加し、田植えから稲刈り、おかげまつりで地域の方々と一緒に楽しめたら

と計画中です。 

 

 キラキラした子どもたちの笑顔から、大人も元気をもらえます！ボランティアの内容は、子どもたちの見守り、話し

相手、一緒に遊ぶことなどです。お気軽に教育委員会までお問い合わせください。 

 

 参加者の募集も近々の予定です。学校に申し込み書を配布しますので、１～４年生のみんな、お楽しみにね！ 

  

 お問い合わせ：教育委員会社会教育課 43－2112 

 

   
 
 

 

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を開催しました 

 

 

 今年度最後のバザールは、２月６日～８日、地元岩村町の「まちなか交流館」で行いました。昨年秋には中学部が試験的に製品を

販売しましたが、高等部も含む全体で今回初めて行いました。地元のまちづくり組織「ホットいわむら」のご協力で実現できました。

生徒の感想に、「地域の方だけでなく観光客の方にも製品を買ってもらえて嬉しかった。お客さんに喜んでもらえるように一生懸

命声を出した。」とあり、貴重な体験ができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎平成２４年度 恵那特別支援学校 卒業証書授与式（高等部）を行いました 

 

岩村町に移転した平成２２年４月、高等部に入学した生徒が３月５日

に卒業を向かえました。移転した学校とともに歩んだ３年間、生徒た

ちは大きく成長して巣立っていきました。卒業生のこれからの歩み

が、在校生の道しるべとなります。 

 

新しい世界でも、活躍できることを願っています。ずっ

とずっと 応援しています。そして、いつでも母校を訪

ねて来てください。 



 
 
 
 
 
 

 

 
  
 

 

サークル活動紹介  

水墨画サークル水墨画ｻｰｸﾙ代表：市 川 芳 久 
 

みなさん一緒に水墨画を描いてみませんか!! 

 

水墨画サークルは、毎月２回（第２、第４の日曜日）午後１時３０分から２時間実施しています。会員は１０人程で、岩村コミュニティセン

ターの研修室を借りて会員の皆さんと楽しく水墨画の練習を行っています。 

 

 私がサークルに入ったきっかけは、ある時、会員の三宅さんから水墨画を習ったらどうかと勧められ、その時は特に趣味らしい事

は何一つ行っていなかったので、直ぐには習おうとは思いませんでした。しかし、だんだん時が経つにつれ気持ちが変わってきてサ

ークルに入ってみようと思い始める事になりました。 

 

 始めてから、既に十数年になりますが、なかなか上達する気配が感じられません。それは自分自身の努力の足りなさだと思って

います。でも少しでも上手になりたい気持ちだけは持ち続けたいと思います。 

 

 このサークルは、長年に亘って続いており、会員の年齢も年々上がって高齢になっていますが、会員の皆さんはとても元気で練習

のみならず、時には筆を休めて世間話しや、身近な話題などを話し、また一方では、一筆ひと筆の重みと奥の深さを感じながら展

示会などへの出品作品の完成に近づけて行くことの喜びを感じ生きがいをもって頑張っております。 

 

 これからも、サークル活動を通じて、お互いのコミュニケーションの場として、相互信頼を深め楽しい会として続けて行きたいと思

います。また、この会へ新しく会員として加入される事をお待ちしています。 
 

 

第８回 恵那市民体育大会 ◎スキー競技会の結果◎  

平成２５年２月１０日高山市モンデウススキー場で開催され、岩村町が総合優勝しました。 

出場選手・大会関係者のみなさんお疲れ様でした。 

 

【小学生男子】２位 小椋 太貴 

【小学生女子】１位 藤井 美緒 

【中高生女子】１位 宇野 風香 

２位  宇野 姫加 

【一般女子】 １位 宇野 優花 

  ３位 佐藤 麻衣 

４位 山本 佳奈 

６位 伊藤由美子 

【成年３部】 ４位 山本多賀男 

【成年２部】 ２位 加藤 雅已 

８位 藤井 孝司 

１３位 宇野 正隆 

【成年１部】 ３位 高田 一幸 

【青年の部】  １位 伊藤 吉規 

２位 西村 恭平 

３位 秋山 誠道 

【ボードの部】３位 小椋 栄一 
 

 

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 総合優勝 

おめでとう!! 



 
 
 
 
 

 

岩村町民展と芸能発表会 同時開催 

・岩村コミュニティセンター改修工事に伴い延期していました 

町民展と芸能能発表会を、次のとおり同時開催します。 

・町 民 展 ３月２３日（土）～３月２４日（日） 

・芸能発表会 ３月２４日（日） 

・今年はひな祭りに合わせ行います。是非ご来館ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

乳幼児学級へのお誘い !! 
育児世代の皆さん……乳幼児学級をご存知ですか？３月は「閉級式です」 

    修了証の授与、岩村交番のお巡りさんのお話があります 

   参加をお待ちしています!!!! 

◆ 日時 ３月２８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 

 

岩村町の人口（平成24 年３月１日現在） 

 

 

総数 5,380 人 （▲2） 

男 2,594 人 （▲２） 

女    2,786 人 （±0） 

世帯 1,888 世帯 （＋２） 
（     ）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情報 

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION 

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION 

主な４月の岩村コミュニティセンター使用予定

４月 １日  教育委員会辞令交付式 

４月13日  孔子祭、記念講演会 

４月28日  国際交流事業（中学生海外派遣研修） 




