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ほっと・ホット・もっと 

ふるさとの山 

三  森  山 
 

～三森山と三森神社伝説～ 
三森山は岩村町で一番高い山で標高が 1100ｍあります。富田から見上げると三つの峰が連なるように見える

ので三森山と名付けられました。真ん中の峰には三森神社が祀ってあり、天照大神（あまてらすおおみかみ）

が生まれた時、へその緒を切った『鎌』を祀ったという伝説が残っており創建は古いと思われます。 

ちなみにその天照大神を産んだのは伊邪那美命（いざなみのみこと）。その時の胞衣
え な

（出産時に胎児と共に出てくる

胎盤の事）を山に納めた事からこの山を胞衣山 (現在の恵那山) と呼ぶようになりました。 

三森山と恵那山は神話の時代から深い関係にあったんですね。 

ホットいわむら広報 5月号は新聞折込みにて岩村町内各世帯に配布しております。 

配布方法についてのご意見・ご感想等ございましたら、事務局までお知らせください。 

ホットいわむら事務局 電話 0573-32-1109 E-mail info@hot-iwamura.com 

4月 14日 三森山ウォーキング（主催：スポーツネットいわむら） 

展望台からのすごい眺め!! 

歴史を感じる三森神社 植生豊かな登山道 
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富田を歩こう！ 
富田ウォーキングコース！ 
  

先日、恵那市社会資本整備総合交付金事業が完了し、城

下町縦断テープカットが「日本一長いテープカット」に認定さ

れましたが、城下町の電線類地中化以外にも、同事業で多く

のハード整備がなされました。 

そのうちのひとつが、『富田地区のウォーキングコース』の設

定と看板整備です。 

ふるさと富田会館には「総合案内板」が、ウォーキングコー

ス内には「案内看板」が設置されました。 

コースは 3 コースが設定され、農村景観日本一といわれる

富田地区の名所を網羅しています。 

次号のホットだよりでは、そのコースに対応したウォーキン

グＭＡＰをご紹介します(^0^)/ 

休日に家族で『富田』を歩いてみませんか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コース内に設置された「案内看板」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

写真は、ふるさと富田会館に設置の「総合案内看板」の一部 
 

 

 

 

報告：城清掃(春)完了 
ＧＷ最終日に６１名が参加！ 

 

 

 

 

ゴールデンウィーク最終日の 5月 6日に、岩村城跡と城址公園周辺で、ホットいわ

むら主催の「城清掃」が行われました。当日は、61名が参加し、石垣などの草取りや

公園の草刈りなどに汗を流しました。 

新緑の清清しい季節を迎え、清掃で美しくなった石垣を眺めに、いざ城へ！ 
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ご自由にお持ちください 

岩村城跡の土岐門付近の石垣保護のため、市教育委員会が伐採した

杉・桜・欅の材木（右写真のとおり）が、60 ㎝ほどの長さに切って、土岐門

下の広場に置いてあります。 

ご希望の方は、ご自由にお持ち帰りいただいてもＯＫとのこと。 

（持ち出しは同所にあるもののみです。くれぐれもご注意ください。） 

但し、車両は進入できませんので、自力での搬出となります。 

丸太を抱えて登城坂はキツいですが・・・、ご入用の方は是非どうぞ！ 
 



  

御礼：城下町音楽祭チャリティバザー
 ご協力ありがとうございました！ 

 

 

3 月 23 日、ひなまつりイベント内で行われた、「城下町

音楽祭」でのチャリティ企画で、みなさんのご厚意によ

りたくさんの収益金をお寄せいただきました。 

 

 

みんなで熱唱したチャリティステージ!! 

収益金総額：３１,５７８円 

 

こちらの収益金は、東日本大震災でお亡くなりになら

れた方々へのご供養に努める、「萬の手プロジェクト」の

支援に寄付いたしましたことをご報告いたします。みな

さまのご協力、まことにありがとうございました！ 

 

お知らせ：河川一斉清掃 
 きれいな川は町の誇りです!! 
 

 

毎年 6月最初の日曜日は「河川清掃」です。 

 雨天による中止の場合は、午前 7 時に告知放送でご案

内いたします。 

 

 

今年もみなさまのご協力をお願いいたします。 

日    時： 平成 25 年 6 月 2 日（日） ９：００～１１：００ 

 

収集場所： 地区の環境委員さんに別途お知らせします。 

 

問合せ先： 岩村振興事務所振興課 

          電話 ０５７３－４３－２１１１（内線２１１） 

 

 

お知らせ：岩邑小・中 PTA 

合同資源回収のお願い 
 

◆日時 平成 25 年 5 月 18 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 5 月 19 日（日）午前 9 時より行います。 

 

◆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。 

 

◆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。 

   ○針金で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 （注）ふた付アルミ缶の回収はできません。 

  ○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。） 

 

 ≪上町まちなか交流館情報≫ さまざま交流サロン（集い）が企画されていますので、どうぞご参加ください！！ 

5 月 27 日（月） 「将棋サロン」    

6 月  3 日（月） 「ギターサロン」    

お願い：集荷場所は、自動車が行き交い危険な場所

があります。つきましては小学生はできるだけ自動

車から降ろさないようにして安全確保に努めてく

ださい。またトラックの荷台には人を乗せない

ようご配慮ください。 

【両日共通】大人、親子、３世代参加 ￥５００小人、兄弟参加 ￥３００ 

 14：00～17：00 の間で入退場自由 

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 



 

 

 

 

 

平成 25年度 

城下町ホットいわむら収支予算書 

収入               （単位:円） 

科目 金額 

恵那市補助金 4,620,000 

補助金（恵南地区商店街振興事業） 400,000 

活性化協力隊員委託料 2,886,000 

元気発信事業補助金 2,850,000 

繰越金 4,583,225 

事業収入 956,250 

雑収入 466,525 

計 16,762,000 

 

支出               （単位：円） 

科目 金額 

1．健康福祉 

 特別支援学校夏祭りバザー支援 50,000 

 地域ぐるみの高齢者福祉 60,000 

 命のふれあい体験 215,000 

 郷土料理・文化伝承 50,000 

 米作り体験 400,000 

２．生活環境 

 防災訓練の充実 10,000 

３．都市交流 

 ゆかりの郷・ふるさと協定交流 130,000 

 ひなまつりの充実 550,000 

 交流人口の拡大 500,000 

 グランドデザイン対策 405,000 

 観光案内ガイドツール検討 110,000 

 土産開発 100,000 

４．産業振興 

 城下おかげまつり対策 616,000 

 伝建地区保存会準備 225,000 

 空き家実態調査 140,000 

５．教育文化 

 岩村城跡清掃整備 50,000 

 歴史伝承掘り起こし 5,000 

６．住民参画 

 情報共有化対策 560,000 

 住民意見・要望収集対策 90,000 

 女城主の里・青い暖簾架け替え 350,000 

７．その他 

 事務費・特別事業費・協力隊員費 7,336,000 

 予備費 4,810,000 

計 16,762,000 

 

 

【平成 25年度 事業計画】（抜粋） 
 

１．健やかで若さあふれる元気なまち：健康福祉 

 ・次世代へ郷土の味の伝承や、食への関心を高めるた

めの「ほお葉寿司」「米作り」体験を開催します。 

 ・支援学校への支援や命のふれあい体験を通して子ど

もたちを育む環境づくりに取り組みます。 

 ・地域ぐるみでの高齢者福祉を推進するための方策を

検討します。 
 

 

2．豊かな自然と調和した安全な町:生活環境     

 ・各自治体から選出された自主防災隊長を中心に、地

域防災力の向上に努めます。 

 ・防災訓練の方法を見直し、想定を予想した防災訓練

の実施を目指します。 

 

 

３．快適安全に暮らせる便利で美しいまち：都市交流 

 ・町民手作りの「いわむら城下町のひなまつり」を開

催します。 

 ・観光先進地の視察を実施し、平成 25年度までに「観

光地域（グランドデザイン）計画」を策定します。 

 ・ゆかりの郷・ふるさと協定市町との交流、観光地い

わむらの魅力を高めるガイドツール・土産開発を実

施します。 

 

 

４．活力と創造性あふれる魅力あるまち：産業振興   

 ・町内の特産物等を PRする場として交流人口拡大を

図る「いわむら城下のおかげまつり」を本通りを会

場に開催します。 

 ・町内の空き家を把握し、空き家解消に向けた事業を

展開します。 

 ・伝建地区に市民による保存会の設立を目指します。 

 

 

５．思いやりと文化を育む人づくりのまち：教育文化 

 ・岩村城跡、三好学記念植樹地区の草刈り作業を行い、

清掃・保存活動に取り組みます。 

・歴史掘り起こし読本の販売を進め、ホットいわむら

の自主財源獲得に努めます。 

 

 

６．健全で心の通った協働のまち：住民参画      

 ・ホットいわむらだよりを毎月発行し、まちづくり活

動の周知に努めます。 

 ・ホームページを活用し、地域の情報発信を行います。 

 ・町民の意見・要望を共有する場として、懇談会・座

談会を実施します。 

 ・ホットいわむらの法人化の調査検討を行います。 

 ・本通りの青い「暖簾」の架け替えを機に、岩村町全

体で掲げていけるよう、製作・販売をします。 
 

 

 

・上町まちなか交流館の活用            

 ホットいわむらが指定管理を受けるまちなか交流館

を、地域住民の相互交流をはかり、活力に満ちた地域

社会を実現するための場として利用促進に取り組み

ます。 

 

紹介：平成 25年度ホットいわむら事業 総会で新年度予算が承認されました 

 

城下町ホットいわむらは、岩村地域協議会のもとに組織され、恵那市地域づくり補助金をもとに事業をおこなう 

“地域づくり実行組織”です。 

今年度も、恵那市総合計画に位置づけられる「岩村地域計画」に定められた“6 本の柱”に基づく、地域の課題解

決・各種事業に取り組んでいきます。 



ホットいわむら執行部紹介 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪未来チーム≫ 

 委員長  小栗廣泰  

副委員長 矢頭和夫 松井善行 山本さちよ 

≪みんなでやろまいかチーム≫ 

 委員長  加藤哲也 

 副委員長 藤井孝司 秋山豪 田中孝 

≪笑顔発信チーム≫                 

 委員長  松浦史和                

 副委員長 山村善保 水川慎治 浅野信之    ≪事務局≫ 

 

 

≪会計≫ 加藤勝也               川原広子 佐藤暁彦（ふるさと活性化協力隊員） 

≪監事≫ 深萱澄雄 三輪哲司          岩村振興事務所振興課 

         副会長 佐々木繁典  
         【岩村町の好きなところ】 

やはり岩村城跡の石垣です！あ

とは史跡や伝統文化、考え方な

どが受け継がれている所。 

 
 

【町づくりの目標・抱負】 

岩村の貴重な資源を大切にしうまく活用していき

たい。交流人口の拡大に向けて新たな魅力を肉付け

し、市外への情報発信にとことん力を入れていきた

い!!! 

         会長 瀬戸利之  
         【岩村町の好きなところ】 

自然、歴史、人、新たに誕生し

た景観(重伝建の町並み）イベ

ント全部いいですね。 

 

【町づくりの目標・抱負】 

新たに誕生した景観を活かし守り育てる住民総参

加のまちづくりが目標かな。 

          副会長 加藤重徳  
         【岩村町の好きなところ】 

好きな所はむずかしくなるの

で、好きになれるように、自分

たちの未来チームでの事業を町 
 

民の方に認めてもらうこと。 

【町づくりの目標・抱負】町づくりって何、むずか

しいです。ホットが（未来チーム）が町づくりをし

ているのか？って考えると？。やっぱり子供たちが

岩村を好きになって、将来岩村に住んでもらう事。  

         副会長 鈴木繁生  
         【岩村町の好きなところ】 

お年寄りも、若い人もけっこう

協力的である。岩村の人は頑

固・硬い人が多い。リーダーシ

ップを取ってくれる先輩が多 

い。町全体がまだまだ田舎くさい。 

【町づくりの目標・抱負】岩村を全国にもっともっ

と知ってもらう。町民全員で盛り上げる。次の世代

にも受け繋げれる人づくり。ホットが維持・発展で

きる組織・体制づくり。田舎くささは失わないよう

に！ 
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ホットいわむらが事業を行うまで 

命のふれあい体験事業 

福祉課題調査検討 

文化伝承 

米作り体験 

防災訓練の充実 

おかげまつり対策事業 

ひな祭り・町並み保存 

観光案内ガイドツール 

城跡整備 

郷土偉人顕彰 

武家屋敷利活用対策 

歴史伝承掘りおこし 

意見・要望収集 

グランドデザイン事業 

河川清掃・合同資源回収 

執行部検討事業 

ホットいわむら PR 

ホームページ事業 

情報共有化対策 

空き家実態調査事業 

まちなか交流館事業 



こんにちは！恵那特別支援学校です 

『美しい岩村の町で』 

校長 中村政年 
 

 はじめまして、この度、校長として着任しました中村政年と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

さてこの岩村。その『美しさ』に何度も感嘆しました。 

まず驚いたのが町並みの美しさ。落ち着いた色合いで統一され、電柱が一本もありません。床屋、菓子店、郵便局…、いろいろな

お店があるのですが、その佇まいに自分が育った町を思い出し、とても温かく懐かしい想いになりました。初めて歩いたのは夕暮れ

時だったのですが、いろいろな時間にゆっくり町と対話しながら歩きたい… そんな思いに駆られました。 

桜の美しさにも驚きました。様々な桜が、まるで相談したかのように、満開時期を少しずつ違わせて、１か月あまりも桜の美しさを

楽しむことができました。こんなことは初めてです。 

また岩村城趾の手入れ具合の丁度よさも驚嘆でした。手入れ（整備）はもちろん行き届いていて歩きやすいのですが、かといっ

て手の入れすぎ（人工的）でもなく、自然が残り、それこそ古（いにしえ）に思いを馳せるには丁度よく、本丸の跡地では「兵（つはも

の）どもが夢の跡…」などという句を思い出しました。 

岩村に対するこの思いは、「新入りが 挨拶代わりの 美辞麗句」ではなく、すべて本音です。 

私は西濃地区の生まれで、この土地にはあまり馴染みがありません。恵那への赴任が決まったときも、実はちょっと後ろ向きの気

持ちになりました。しかし、この『美しさ』で、こうした気持ちは雲散霧消しました。それどころか、この町の一隅にいられることの素晴

らしさをかみしめています。 

さて当校、この岩村で４年目を迎えます。児童生徒数も１６２名となり、移転前の２倍以上となりました。児童生徒と職員を合わせ

ると２６０名を超えます。まだ急激な拡大に対応できていない所もありますが、今年度は中身を充実させる時です。『ズン』と腰を据

えて、職員一同、子どもたち一人一人の未来のために頑張っていく所存です。今後とも、ご指導ご鞭撻とともに、なお一層の岩村

の皆様のお力添えをお願いいたします。 

最後に余談ですが、私はジョギングが好きで、夕暮れ時にカラフルなシャツを着て、町中を「こんにちは」などと挨拶しながら走り

回ると思います。怪しいものではありませんので、どうぞ挨拶してやってください。 
 

 

  
    

 

 

 
 

 

岩村の春を楽しむ！ 
４月２６日に、例年になく寒い春でしたが遠足に行きました。あいにく風が強くて、 

ポツポツする時もありましたが、子どもたちは元気いっぱい『岩村の春』を楽しみました。 

岩邑小学校の遠足は、春の自然を楽しむこと・友達と仲よく行動できる 

ことにとどまらず、岩村の勉強をするスタートとしてのねらいももっています。 

各学年ごとで歩いた、町並みやお城山、富田の風景、飯羽間の古墳等々、

岩村にはたくさんの学びの場があります。 

ペンペン草で遊べること・川に入って沢ガニを捕まえられることなど、当

たり前の光景に思える豊かな美しい自然と、この地に生きた古代からの

人々の足跡をたどることのできる恵まれた環境に、改めて目を向けるいい

機会になりました。 

おべんとうに入っているヘボを、分けてくれる優しい心づかいや、そのヘボ

をおいしそうに食べられる岩村の子たちに、心なごむ一日でした。 

 

  

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 

岩邑小学校 

4月２５日アートの日（中学部） 

１年生 

４年生 ５年生 ６年生 



 

 

 

 

 

 

ホットいわむらでは、一年を通して、皆さんにお米作り体験を企画しました。 

友達やきょうだい、親子で一緒にお米作り体験をしましょう！秋には稲刈り、楽しい収穫祭を予定しています。

自分たちで作ったお米をみんなで楽しく食べましょう！ 

青空のもと、一緒に田植え体験をしませんか？多くの方の参加をお待ちしております！ 

日  時：５月18 日(土) 午後 1時～3時頃 ※雨天決行 

 ※雨天決行の為、予備日はありません。（悪天候の場合検討） 

場  所：ふるさと富田会館前（午後 12：50集合） 

持ち物：帽子・タオル・お茶・ぞうり・カッパ 

対  象：小学生・中学生（岩村町外可）  

     （※保護者同伴での参加を希望しますが、保護者不参加の場合、 

送迎は各自責任をもってお願いします。） 

募集人数：５０名 ★当日参加ＯＫ！（申込なしでも参加できます！） 

（できれば参加人数を把握したい為、申込をしていただけると幸いです。） 

参加費：無料（損害保険はホットいわむらにて負担します。） 

申込先：上町まちなか交流館【ホットいわむら事務局】までお電話ください。 
       

主催：城下町ホットいわむら  
問い合わせ：上町まちなか交流館  
ＴＥＬ・ＦＡＸ ３２－１１０９ 

共催：教育委員会社会教育課 

 

 

 

 

 

民謡みどりすこやか会 

高齢者の方々、楽しく暮らしましょう 

興味のある方 待っています!!  講師 千恵民謡豊松会長 野村千恵 
こんにちは！私こと４０年近く、市民講座（公民館講座）や高齢者大学などで唄う民謡・民舞・太鼓・すこやか体

操などのお世話をさせて頂き大変お世話になっています。お礼申し上げます。 

さて、生徒さんからはサークル（民謡みどりすこやか会）の度に皆さんが元気な会のメンバーに逢えるのが楽しみ

と言われ、それもサークル活動の一つの成果とも思います。また現在、福祉いきがい生涯学習ボランティアとして傾

聴回想法（唄とストレッチ体操＆おしゃべり）を少しばかり勤めさせて頂いておりますが、高齢化の恵那市と聞きま

す。この民謡サークルも集まった者同士が目的に向かって日々研鑽して行く中で明日の笑顔と明るい社会のためにお

役に立てばとの思いで講師をお引き受けさせて頂いております。 民謡みどりすこやか会の内容は、第 1第３の火曜

日で午後１時半から「謡(うた)」・「やすこやか体操」で日本古来の懐かしい想い出の唱歌、譚唄、小唄、さらに佐藤

一斎讃歌詩舞、そして保険体操です。高齢の方々一緒に元気になりましょう。 

 

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？ 

若いお母さん方の学びの場です。５月はお馬さんを見に行きます 

今回は乗馬クラブ周辺でのハイキングです参加をお待ちしています!!!! 

◆ 日時 ５月２３日（木）午前１０時から 

◆ 場所 岩村コミュニティセンター 玄関前集合 

◆ 雨天 端午の節句行事のお話などに変更します 

 

いわむらコミュニティセンター 

   

 

   

 

■免責事項 

行事実施に際し、当会加入の傷害保険適用範囲外の責任は負いか

ねますので、予めご了承下さい。 

 

い わ っ こ ク ラ ブ 
の 活 動 日 で す ！  

※いわっこクラブのメンバーは

連絡
れんらく

カードを持ってきてね！ 

 

ホットいわむら × いわっこクラブ コラボ企画！！ 



 

 

 

 

新規・岩村だけの体験講座企画 （城下町に琴の音を響かせてみませんか） 

文化箏にチャレンジ 
岩村のひな祭りの際、木村家や文化芸能発表会で披露され注目を 

集めた「文化箏」の体験講座を６月から企画します。 

《文化箏とは》 文化箏は従来のお琴を２分の１の長さにし 

て取り扱い易く、琴の面倒、難しさを無くしたお琴です。本物 

の琴と同じ総桐製で糸も同じものを使っています。一番難しい 

音合わせはハンドルで簡単に出来ます。教本も数字譜ですので、 

どなたにもその日から楽しみながら色々な曲が覚えられます。 

このため学校教材として、また生涯学習教材として各地で採用 

されています。 

 

◆ ６月１日（土）からスタートします 

◆ 箏は無料で貸し出します。爪はその人に合ったサイズの物を使用し 

ますので、自己負担となります。（1,000 円程度） 

◇◇ 体験講座です。人数制限はありません。但し予約が要ります。 

   受講料は３回で６００円ですどなたでも、お気軽にご参加ください。 

(予約は５月 30 日までに岩村コミュニティセンターまで連絡下さい) 

 

岩村文化振興会・岩村コミュニティセンターからのお知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な４月～５月の岩村コミュニティセンター使用予定 

５月１８日（土） いわむら一斎塾 特別講座（津軽三味線） 

５月２５日（土） 岩村町遺族会総会 ・ 戦没者 慰霊祭 

５月２６日（日） 公 民 館 周 辺 清 掃 作 業 

５月３０日（木） こども見守隊 総会 

６月 ９日（日） 国際交流事業中学生海外派遣研修 

６月１５日（土） いわむら一斎塾 特別講座 

（幼児期の家庭教室） 

６月２９日（土） 初夏のロビーコンサート 

総数 5,37５人 （＋4） 

男 2,58８人 （＋3） 

女    2,78７人 （＋1） 

世帯 1,890 世帯 （＋4） 
（     ）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。 

文化箏 

3/28町文化芸能発表会での演奏 

いわむらコミュニティセンター 

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION 

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION 

岩村町の人口（平成25年5月１日現在）

岩村コミュニティセンターからのお詫び 

  去る 3月 23～24日にかけ実施し町内に配布しました
「いわむら町民展」の出展者名簿において次の３名の方
の氏名が間違っていましたのでお詫び申し上げます。   
＜書 学生の部＞ 西尾よしやす様、藤野だいき様、 

西尾政翔様 


