
   

   

 

 

 
 
 
       
 
 
 
 

 

 
 

 
   

 
 

 

 

            

 
 

10 月５日と６日の二日間、岩村秋祭り「神輿渡御行列」（岐阜県重要無形民俗文化財）が行われ、古式ゆかしき

衣装に身を包んだ総勢 300 人が、国の重要伝統的建造物群保存地区の町並みを練り歩き、町並みにカメラの砲列

が並びました。また、5 日夜には、こちらも県重要無形民俗文化財の獅子芝居が本通りを舞台に演じられました。
 

 
 

11 月 3 日（日）は いわむら城下おかげまつり 

広報いわむら 
 

＊（告知）11/3 いわむら城下おかげまつり 

＊秋の月待ちお堂めぐり 

＊恵那山麓博覧会 enaka！ 

＊（報告）ホットな田んぼの稲刈り作業 
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（告知）11/3 いわむら城下おかげまつり 特集  

 

 

 

 

秋の賑わい市 

「いわむら城下おかげまつり」を開催！ 
 

 

 

秋の収穫の喜びと郷土への感謝（おかげさま）を伝

える秋の賑わい市「いわむら城下おかげまつり」が国

の重要伝統的建造物群保存地区に選定されている岩村

城下町（岩村本通り）を舞台に開催されます。 

本通りの電線や電柱が地中化されて初めての開催で

すり。 

地元の特産品や農産品に加え、静岡県伊豆市・掛川

市・藤枝市、愛知県知多市・西尾市など岩村町と歴史

的なゆかりのある郷からの出店や、食べ物市「まんぷ

く横丁」など、多くの出店がならび、ミニ SL の運行や

スタンプラリー、子どもたちの遊び場「こども横丁」、

近隣の太鼓保存会による太鼓の競演をはじめとするイ

ベントステージなど、多彩なイベントが、本通り一帯

の各所で開催されます。 

「いわむら城下おかげまつり」に是非、ご来場くださ

い。 

【日時】平成 25 年11 月3 日（日）10:00～15:00 

【場所】岩村駅～岩村本通り(本町三丁目弘法屋交差点) 

【主催】2013 いわむら城下おかげまつり実行委員会 

【問い合わせ】岩村振興事務所振興課 電話 43-2111 

 
 

 

こども達の遊び場がいっぱい！ 
  

「こども横丁」「スタンプラリー」 

「移動動物園」 
 

いわむら城下おかげまつりは、こども達の

遊び場がいっぱい！ 

こども横丁では、せんべいの絵付けや五平

餅焼きなどの体験コーナーが設けられ、さら

に動物と触れ合える移動動物園がやってき

ます。 

また、昨年好評を呼んだスタンプラリーは

今年も開催されます。 

様々な年代のこども達が存分に楽しめる

催しをご用意して、多くの子供たちが来場し

てくれるのをお待ちしています。 

 

 

明知鉄道が「おまつり列車」（100 円）を運行 
 

当日、明智町では「大正村かえでまつり」が開催されます。 

明知鉄道では、「おかげまつり」と「かえでまつり」の 2 つ会場間を移動するのに列車

を利用した場合、破格の片道 100 円で利用できる“おまつり列車”を運行します。 

江戸時代（岩村城下町）と大正時代（日本大正村）を 1 日で欲張りに楽しんでみてはい

かがですか？ 
 

【おまつり列車】利用条件右記対象列車のうち 

①②は岩村駅または明智駅にて下車する場合 

③④は岩村・明智駅で乗車または下車する場合 

⑤⑥は、岩村駅・明智駅にて乗車する場合 

※①の列車にはミナモとロマンちゃんが同乗します 
 

昨年のおかげまつりでは、会場間の移動に電気バスが活

躍しました。今回は・・・ 

城下町をＳＬがゆく 

岩村駅から本町三丁目までの岩村本通りが遊歩道にな

り、岩村駅からミニＳＬが走ります。 

   明知鉄道時刻表（100 円おまつり列車対象） 

 岩村発 明智着  明智発 岩村発

① 9：57 10：16 ② １ 9：36 9：56

③ 13：17 13：38 ④ １ 11：45 12：07

⑤ 15：24 15：43 ⑥ １ 15：03 15：24



     

○イスなどおいて休む場所があったらいい。店があ

ったらなおよい     

○町並みだけで他に見るものがない  

○休憩する所があまりない   

○駐車場にトイレが無い（合原駐車場にぜひトイレ

の設置を）     

○あまり見るところが少なかった。ただ古さだけが

なつかしい気がした    

○観光マップがほしい。平日休みのところが多くみ

どころ少ない     

○もっと町の宣伝と店の由来のつながり、地域性を

説明してほしい。 

○人を寄せたいのであればもう少しよそを参考に

すべき     

○観光マップ、トイレの場所などをわかりやすい所

に明記してほしい（看板などで）。団体バスの駐車

場をわかりやすく、きれいに（コンクリート)。駐

車場にトイレは必須。観光マップを駐車場において

ほしい。 

○あまりにも淋しい。立ち寄った 2 箇所の方の説

明は一生懸命さを感じよかった。   

○雰囲気が好きで何度も訪問していますが、見所は

あまり無いと感じます。  

ホットいわむらの空き家対策 vol.３ 

～空き家ワークショップを開催しました!!～ 

 

9月 10～11日、岩村地区の一軒の不在家屋を対象に、『空

き家ワークショップ』を開催しました。空き家ワークショ

ップとは、空き家の存在がもたらす問題や利活用案を、家

屋内の風入れや不用品の片付け、生活体験などを通して、

体験的に考える取り組みです。 

この日ワークショップに参加したのは、都内の大学サー

クル生たち 7名。日頃からキャンパス周辺の地域との連携

を深める活動をしているサークルで、今回のワークショッ

プでは、今後空き家対策を多角的な方面から進めるために

必要な、外部からの視線をフィードバックしてもらうため

に参加をしてもらいました。 

 

 作業は建築業に関わるホットいわむらメンバーの指導

で行われ、一日の作業でごく一部ですが、ビフォアアフタ

ーで比べると、一目瞭然。 

 特に古い町家建築は若い学生さんにとっては新鮮で、奥

に長い構造や、井戸やかまどなど近年まで人が生活してき

た跡を見て、昔ながらの暮らしって面白そう、などと感想

を口にしていました。 

 それとは逆に、人の住まなくなった家が、あっという間

に劣化していくことにも驚きを隠せず、空き家対策が急を

要する問題であることも確認できました。 

 最後に利活用案については、「せっかく古い家屋が残っ

ているので、昔の生活を体験できるような利活用がいいの

ではないか」という意見が多く出ました。 

 今後もホットいわむらの空き家対策ではこのような体

験的な課題検討をするためのワークショップ等を開催し

ていく予定です。 

空き家見学会の実施を検討しています！！ 
  

 

前回ご報告しました空き家所有者アンケートの結果を

もとに、空き家見学会の実施を検討しています。 

 空き家見学会での目的は、直接的な利用希望者への仲介

ではなく、古い町家等に対する興味・関心・需要がどれだ

け市場としてあるのかを把握することにあります。 

この見学会での参加者の感想等は、所有者にフィードバッ

クし、今後の賃貸等へ向けて、賃料・修繕費の分担等の適

切化を図れるように役立ててもらうことなどを検討して

います。空き家見学会は 11 月～12 月中での開催を予定し

ています。 

 

報告：いわむらをデザインする会議 

岩村町観光地域計画策定に向けて 

 

岩村町の観光的な未来を定める「いわむらをデザインす

る会議」の第 7 回会議（9 月 3 日）、第 8 回会議（10 月 1

日）が開催されました。 

いずれの日程についても、3～7 年以内の課題（例：振

興事務所庁舎利活用や空き家対策、おもてなし対策など）

について検討する短期グループ、10～30 年先の課題（リ

ニア開通を見据え、ハード整備やキャッチフレーズなどの

イメージ戦略）について検討する長期グループに分かれ

て行われました。 
 

 

会議は、今年 2月に住民の皆さんにご記入いただいた観

光アンケートや、おかげまつり・ひなまつりなどのイベン

トアンケート、観光客アンケートなどの各種アンケートや

若者懇談会・女性懇談会などの各種懇談会でお寄せいただ

いたご意見やご要望を素材にして、これらを取りまとめる

べく、進められています。 

尚、計画策定は今年度の末を予定しています。 

 

 
平成 24 年 1 月に実施したバスによる観光客を対象と

した「観光客アンケート」の一部をご紹介します 

初めての草刈り体験!! 



  

報告： 

ホットな田んぼ 稲刈り体験  

 

９月 28 日、農村景観日本一富田地区内の

“ホットな田んぼ”で、稲刈り体験が行われ、４２

人が参加してくれました。参加者は、鎌を使っ

て、昔ながらの方法で稲を刈り進め、米作りの

大変さを体験しました。  
 

 
 

このホットな田んぼでとれた新米は、11 月 3 日

のいわむら城下おかげまつりで販売されます。  
 

作業終了後、参加者は、それぞれ思い思い

に米作り体験を振り返り、感想を紙に書き留め

ました。みんなが書いてくれた感想は、いわむら

城下おかげまつりの“ホットな田んぼ米”販売ブ

ースでご覧頂くことができます(^0^)/ 

 

報告： 

秋の月待ちお堂めぐり  

 

９月２３日、「みんなで歩こう農村景観日本一

の古郷さがし」をテーマに、富田地区の田園を

舞台に１０ヶ所のポイントをめぐるスタンプラリー

「秋の月待ちお堂めぐり」が開催されました。

「秋の月待ちお堂めぐり」は今年で20回を数え

ました。 

秋の収穫期を迎え黄金色にそまった日本一

の田園風景のなかを７４０人が歩きました。   

コースの途中では枝豆やお茶が振舞われる

とともに、おばけかぼちゃの重量を当てるクイ

ズなどのイベント用意され、参加者を楽しませ

ていました。 

 

 
 



報告：滋賀県長浜市「関西の商魂を探る」
視察を終えて～岩村地域三学委員会事務局より～ 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

ご存知ですか？恵那山麓博覧会[えなか] 
  ココロうるおう 60 の体験プログラム 
 

 
 
 
 
 
 
   

去る９月２５日（水）岩村地域三学委員会主催により、

総勢 24 名で滋賀県長浜市の視察を行いました。長浜市は

琵琶湖に面した北国街道沿に位置し、豊臣秀吉が築城し

た長浜城の城下町として栄えた町です。既に行った事あ

ると言う方も多いと思いますが、全国的にも大きな地域

活性化に成功を収めたと認識されている町です。 

 

視察を実施した理由は、岩村本町通りから電線や電柱

が消えて半年が経ちました。莫大な予算を使って実施さ

れた事業の成果として、今後、岩村が地域の活性化を如

何に果たすかを大きな期待をもって注目されており、岩

村での商いのヒントを一つでも掴んで来ると言う目的で

行われました。 

 

 平日に関わらず多くの観光客で賑わっていてさすが長

浜だなと先ず思いました。長浜ではアーケード街が２ケ

所ありますが雨や雪の場合でも傘なしで散策でき良いな

と思いますが、城下町風情は感じられません。古い町並

を楽しむ場所では無いと思う反面、古いお店を『お洒落』

に使った町並みづくりが、観光客特に若い女性に受けて

いると感じました。また、町並の中いたる所にある路地

や裏通りが上手く活用されていて、表通りとはチョット

違うまた『お洒落』な空間を作っていて、町並が線でな

く広がりをもった町を作り上げていました。 

また、各お店の前には特産と銘打った色々な食べ物や

土産物が並び懐かしい雰囲気のウインドーショッピン

グを楽しむ事ができます。さらに、いたる所に喫茶店や

レストラン、食堂があり、公園的な休憩所も多く歩き疲

れたら一休みができました。 

そして、呼び込みをして見える店員さんには気軽に話

しかけられる感じで話しかければ親切に教えて頂ける。

そんな町（商店街）でした。 

岩村でも、本通りだけでなく路地や裏通、武家屋敷街

などを上手く使えば長浜同様に商売のもとになるかな

と感じましたが、長浜の魅力は親切なおもてなしと女性

受けする古さを活かした『お洒落』な店、『お洒落』な

町づくりかなと思いました。 

 最近あちこちでよく見かける岩村町富田の田園風景が表紙のこの冊子、これは恵那市の

NPO 法人えなここが中心となり企画した、ワークショップを通して地元の文化や人と触れ

合う体験プログラムのパンフレットです。地域の人が主役となり、自分たちの創意工夫で

考えだした 60 のプログラムが、恵那と中津川を舞台に、10 月から 11 月末までの 2ヶ月間

にわたって開催されています。 

 ここ岩村町でも数々のプログラムが開催されます。今までそばにあるのに気がつかなか

ったり、ちょっとの工夫で光り輝く地域の人やモノの魅力を体験できる機会として、地元

の人にもお勧めです。 

 詳細はふれあいの舘等に設置してあるパンフレットや、主催のえなかプロジェクトまで 

◆お問い合わせ：NPO 法人えなここ（0573-22-9211） ＨＰ：http://enaka-gifu.com 

◎10 月 26 日（土） 

『山ガールと行く三森山さんぽ＆山ごはん』 

～ビギナーさん向け！山でも女子しちゃお♪～ 

案内人：佐藤亜弥美 

 

◎11 月 16 日 (土) 

『岩村城案内の達人＆城ガール隊といく日本三大山

城・岩村城攻めツアー』 

案内人：三宅唯美（恵那市教育委員会） 

    城ガール隊・北陸・東海支部 

 

◎11 月 17 日（日） 

『地元建築家と味わい尽くすいわむら城下町歩き』 

～町家ファン必見、マニア大歓迎!!～ 

案内人：鈴木繁生（NPO 法人いわむらでんでんけん） 

◎10 月 6 日（日）（開催終了） 

『城下町ジャズライブ』 於：岩村醸造酒蔵 

～お酒とフルーツとジャズのコラボレーション～ 

案内人：渡會充晃（岩村醸造） 

佐藤暁彦（ふるさと活性化協力隊員） 

 

◎10 月 12 日(土)、13 日（日）（開催終了） 

『着物姿が似合う江戸の町並み岩村さんぽ』 

～日本髪の町娘とゆく～ 於：岩村城下町 

案内人：秋田桃子（岩村せんしょ隊） 

 

◎10 月 12 日（土）（開催終了） 

『女の子を応援する朗読女子会』～朗読でデビュー 

とガールズトークでちょこっとチャリティ～ 

於：清和堂（岩村町本通） 

案内人：ＮＡＴＴＹ（柘植那実香） 



 

お知らせ：町民運動会 
＊今年で４１回目の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

日時 平成２５年１０月２０日（日）AM8:30～ 

場所 岩村グラウンド 

主催 岩村町自治連合会 

主管 スポーツネットいわむら 

問い合わせ 岩村振興事務所振興課 電話 43-2111 

 

 

 
 

簡単にできる家紋づくり(パッチワーク教室)

＊上町まちなか交流館情報＊ 
 

糸なし！針なし！簡単にできる自家繁栄の家紋を、みな

さんと楽しく作ってみませんか？ 

 色紙額に入る大きさです。 
 
 

 
 

 
 

 

 

日時：平成 25 年 11 月 16 日（土） 

①10:00～12:00 ②13:00～15:00(所要時間２時間程度) 

場所：上町まちなか交流館 

持ち物：木工ボンド、竹串 1 本、15mm 幅の両面テープ、

布・紙切りばさみ、布用ガムテープ、赤ボールペン、濃い

黒鉛筆 

費用：2,300 円（材料込み）但し、額は別。 

申込：FAX  or 郵便で申し込んでください 

FAX0573-25-3989 電話 090-8334-5217 

住所 〒509-7205 恵那市長島町中野 465-1 勝野小夜  

こんにちは！恵那特別支援学校です 

９月１４日（土）高等部体育祭を行いました。午前競技は体育館で、ボウリング、フライングディスク、ボッチャ、

フリースロー、ゴルフ等１０種目が行われました。午後競技はグラウンドで、綱引き、バラエティリレー、代表者 

リレーが行われました。紅軍白軍は、競技も応援も精一杯頑張っていました。 

 

 

 

 

 

「スポーツ祭東京２０１３」に、当校高等部３年生 

の勝光一郎さんと早川光さんが岐阜県の代表として出場します。 

勝さんはサッカーに、早川さんは陸上の走り幅跳びと５０ｍに出場 

します。昨年も出場し、サッカーは準優勝、５０ｍは３位という輝か 

しい成績を修めました。悔いのないよう精一杯頑張ってほしいと思い 

ます。岩村の地からみんなで応援しています。 

 

 
 
 
 
 

 

 

恵那特別支援学校「知新祭」のご案内 

１１月８日（金） ステージ発表  ９：３０～１３：５５  

RV バザール  1４：１５～１４：４５  

１１月９日（土） ステージ発表  ９：３０～１１：４５ 

各事業所販売 １２：００～１３：３０ 

RV バザール   １２：３０～１４：００ 

「スポーツ祭東京２０１３」は、第６８回

国民体育大会と第１３回全国障害者スポ

ーツ大会を「スポーツの夢と感動を伝える

一つの祭典」として表しています。 

ステージ発表会場：体育館 2 階 

作品展示会場：体育館１階多目的室 

RV（ロックビレッジバザール）会場：体育館１階

ぜひお越し下さい 

お待ちしています。 

昭
和
二
十
九
年
の
町
民
運
動
会
（
今
か
ら
六
十
年
前
） 

場
所
は
、
歴
史
資
料
館
前
広
場



「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。 
 
 いわっこクラブは、放課後に自然体験、土曜日に稲刈りを行いました。 

自然体験では、講師の赤尾友和先生と一緒に学校周辺をゆっくり歩きました。見なれた風景でも、ふと立ち止まる

と発見があるのですね。子どもたちは、生きた化石と言われるメタセコイヤの大木を見たり、カエデの葉の切れ込

み具合を観察したり、葉っぱにシールを貼って顔を作ったりして楽しみました。 

 

５月に田植え、６月に草取りをした「ホットな田んぼ」。今回は、手で稲を刈るという貴重な体験ができました。

おかげまつりでは、収穫したお米での五平餅にぎりと、クラフト体験のブースを出します。いわっこクラブの子ど

もたちが、おもてなしをしてくれますよ。「こども横丁」にぜひお越しくださいね！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ：教育委員会社会教育課 43-2112（内 343） 
 

 

  
  

 

 

 

 

岩村保育園では、9 月 19 日午後より、年長児主催の『かぼちゃパーティ』が盛大に行われました。 

年長さんが畑で栽培したかぼちゃが、今年は豊作で、ごろごろごろ。 

味噌汁の具に。煮物に。カレーの具に。おやつのスイートパンプキンにといろいろな形で子ども達のお腹に・・・・。 

そして、この日は年長さんが、白玉粉に潰したかぼちゃを練りこんで茹でて、『かばちゃ団子』を作って、小さい 

子達に振舞ってくれました。 

男子は蝶ネクタイをはめ、女児はカチューシャにリボンをつけたりしてとってもステキ！！ 

岩村保育園ならではの、楽しむのは自分ひとりじゃない。みんなで楽しもうが発揮されていました。 

 

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

お待たせ

しました

はじめて 

の 

味だ 

12 日（土）の運動会に向けて、只今練習中 



 
 
 
 
 
 

恵那文化振興会岩村支部たより  恵那市文化振興会岩村支部副支部長 市川芳久 

恵那市文化振興会岩村支部の組織・加入団体等は次の様になっています。 

１ 文芸・芸能部門 11サークル127名（短歌・俳句・体操・コーラス他） 

２ 美術・工芸部門 6サークル 51名（竹細工・絵手紙・水墨画他） 

３ 生活文化部門  5サークル 68名（そろばん・郷土史他） 

合わせると22サークル246名の皆さんが、それぞれ楽しく生甲斐をもって岩村コミュニティ 

センター（公民館）を利用しながらサークル活動を続けておられます。また、岩村コミュニティ 

センター（公民館）は公の施設として部屋数も多くあり多目的に使いやすく、公民館活動のほか 

必要であれば誰でも利用できます。 

 しかし、どのサークルも会員の高齢化が進んでいて組織運営にも大変厳しさを感じますが、なかなか打開策が見つから

ないのが現状だと思います。そこで、まず「新しく加入して頂けるようなサークル」を考え立ち上げられないか、募集し

てみたらどうか？と思います。いずれにしましても、今後の会員増とサークル増につなげて行く努力が今の文化振興の活

性化の為に必要となっていると思います。 
 

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。若いお母さん方の学びの場です。 

10月は恵那市合同の乳幼児学級で「親子で姿勢エクササイズ骨格！３つの(首、腰、足) 

大切なアーチ」です。 

◆開催日  １０月２２日（木）午前１０時 ＜受付9：30～＞ ◆場 所  まきがね公園体育館へ集合!!!!  

◆持ち物  ヨガマット又は大きめのバスタオル、水分、ハンドタオル運動しやすい服装 
 

11 月は町並も岩村コミュニティセンターも熱い 
 

岩邑中学校 合唱祭 
・日 時 １１月２日（土）午後１時３０分から 

        ・場 所 岩村コミュニティセンター 大ホール 

平成25 年度 岩村町民展 ＆ 芸能発表会 

          町民展と芸能能発表会を同時開催します。 

          ・町 民 展 １１月２日（土）午前９時～午後５時 

                 １１月３日（日）午前９時～午後３時 

          ・芸能発表会 １１月３日（日）午前９時～午後１時 

          

１１月３日（日）は「おかげ祭り」と合同開催です 

    岩村ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ駐車場はおかげ祭りの駐車場にもなります 
 

   
 
 

 
   

 

総数 5,368 人 （▲10） 

男 2,586 人 （▲４） 

女    2,782 人 （▲６） 

世帯 1,893 世帯 （▲２） 
（     ）内は前月との比較 

いわむらコミュニティセンター情報 

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION 

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION 

１０～１１月の主なコミュニティセンター使用予定 

 10月１７日（木） 恵那市ファミリーサポートセンター研修会 

10月１８日（金） 恵那市観光大使講演会（藤原美子氏） 

 11月  ２日（土） 岩邑中学校 合唱祭（13:30～） 

 11月２・３日（土・日） 岩村町民展 

 11月  ３日（土） 岩村文化芸能発表会 

 11月１４日（木） 太極拳交流会

岩村町の人口（平成25年10月1日現在）




