
   

   

 

 

 

 
 
 
       
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

 

 
 

 

 

11 月 3 日、2013 いわむら城下おかげまつりが開催され、13,000 人の来場者で城下町が大いに賑わいました。

今年は、岩村駅から本町三丁目までが遊歩道となり、領家から本町までの至るところで企画やイベントが繰り

広げられ、各所で人並みができあがりました。 
 

広報いわむら 

*いわむら城下おかげまつり特集 

*（報告）飯羽間・富田地域の座談会 

*（告知）岩村地域懇談会 

*（新連載）いわむら歴史再発見 など 
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〒509-7403 恵那市岩村町 263 番地 2 
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ほっと・ホット・もっと 

多種多彩な企画・ｲﾍﾞﾝﾄが一日に凝縮 

11.3 いわむら城下おかげまつり 

大盛況 

明
日
へ
の
賑
わ
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いわむら城下おかげまつり ～ゆかしき里・明日への賑わい～  2013.11.3 

 
 

11 月 3 日、「女城主の里・ゆかしき里 明日への賑わい」をテーマに「2013 いわむら城下 おかげまつり」 

が、城下町（岩村本通り）から岩村駅までを遊歩道として開催され、13,000 人の来場者で賑わいました。 
 

今回のおかげまつりのテーマは、「まちの中のいたる所でにぎわいが見え、すべての皆さんに楽しんでいただける祭りづくり」で、

本通りから岩村駅までが賑わうよう、本町に「にぎわい横丁」を、西町に「まんぷく横丁」、新町に「こども横丁」、岩村駅前に「えき

まえ横丁」と、それぞれ 4 つの横丁を設け、物販やフードコーナー、子どもの遊び場、若者の集う場所として、多くの人々で賑わい

ました。 

また、岩村町と親交のある 5 市（知多、西尾、伊豆、藤枝、掛川）の特産物販売は根強い人気で、店先には人垣ができあがりま

した。そして、今回のおかげまつりの目玉企画「１００円商店街」（各商店・出店者が１００円の商品を軒先に並べ、お客様に買物を

楽しんでいただこうという企画）には、４４の商店や出店者に参加していただき、気軽にお店に立ち寄ることができると、人気を集

めました。 

まだまだ楽しい企画やイベントを一日に凝縮して開催。岩村駅から城下町までＳＬタイプのロードトレインが走り、賑わう人並み

のなかを岩村バージョンの“ちんどんや”や旅姿の和服女性“岩村まちむすめ”が行き交い、まつりの雰囲気を大いに盛り上げまし

た。 

ステージイベントでは、本町のマルミ薬局前で「安岐太鼓（中津川市阿木）」、枡形のメインステージで「黎明太鼓（中津川市

馬籠）」、新町の岩村接骨院前では岩村城女太鼓と、近隣の３団体が城下町の各所で太鼓を打ち鳴らし、祭りの賑わいに花を添

えたほか、メインステージでは消防パレードの演奏、アルプホルン、直姫・甲冑武者隊、中学生バンド・grow などの演奏・演舞で、

一日ではもったいないほど多種多彩なステージイベントが展開されました。 

まつりのフィナーレは、恒例となった餅投げ。西町のメインステージから町並み全体にわたる一斉放送の合図で本町・西町・新

町の三会場で同時に行われ、大きな歓声に包まれました。さらにさらに、おかげめぐりスタンプラリーは、用意していたスタンプ帳

が早々と無くなる盛況ぶりでした。 

「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。 
 

～御礼～ 

地域の皆様には、まつり開催中、車両の通行止めなどご不便をおかけしましたが、ご理解とご協力を頂き、まつりを無事開催

することができました。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。 

 

 

【実行委員長挨拶】まちの中の至る所でにぎわいが見えるように…

【中津川市阿木：安岐太鼓】迫力ある太鼓の響きに人垣が 

 

【中津川市馬籠：黎明太鼓】町並みの３ヶ所で３団体の太鼓が 

【まんぷく横丁】多くの人で賑わうフードコーナー 



いわむら城下おかげまつり ～ゆかしき里・明日への賑わい～  2013.11.3 

 

 
【岩村まちむすめ（仮）】歴史の町並みに和服女性はよく似合う 

 
【ロードトレイン】 岩村駅から城下町まで子ども達を乗せて走った 

 
【賑わう町並み①】本町五丁目付近 

 
【１００円商店街】各商店が１００円の商品を取り揃え“おもてなし” 

 

 
【ちんどんや】会場内を岩村バージョンの“ちんどんや”が行く 

 
【こども横丁】移動動物園は今年も子ども達に大人気 

 
【賑わう町並み②】西町一丁目付近 

 
【餅投げ】本町・西町・新町の３ヶ所で同時に餅投げ 
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お知らせ：岩村地域懇談会 
主催は岩村地域協議会 

 

市民の皆さんの声を直接お聞きする場として、岩村地域

懇談会を開催します。 

岩村のまちづくりについて皆さまからの意見や提案を頂

き、今後の皆様と一緒になって市政に反映する機会と考え

ていますので、多数の皆様のご参加をお願いいたします。 

また、市からリニアまちづくり構想や市立恵那病院再整

備、市役所新庁舎建設についての説明が行われます。 

尚、懇談会には、市長ほか幹部職員が出席いたします。 

貴重な機会です。是非、ご来場ください。 

 

日時  平成 25 年11 月22 日（金） 

時間  午後7 時から午後9 時 
 
 

 

場所  岩村コミュニティセンター大ホール 
 

 

☺市側出席者： 市長以下各関係部長 
 

☺主催：岩村地域協議会 
 

☺お問い合わせ先： 

岩村振興事務所振興課 大木 TEL43-2111(内線 212) 

 

いわむら城下町のひなまつり 本格始動 
 

 

2014 いわむら城下町のひなまつりメインテーマ 

 ゆかしき里 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、「2014 城下町のひなまつり賑わい構

想委員会」が発足しました。 

大きくリニューアルして 3 年目を迎える来春のひなま

つりに向け、チーム編成・テーマ・今後の進め方などにつ

いて話し合いました。 

 また前回のひなまつりに引き続き、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。 

 

 
 

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】 



富田地区の地域座談会／飯羽間地区の地域座談会 
 

 

１０月１６日にふるさと富田会館で「富田地区の地域座談会」

が、１０月２２日には飯峡会館で「飯羽間地区の地域座談会」が

開催されました。富田地区には43名、飯羽間地区には38名の

方々に、ご参加をいただきました。 

この地域座談会は、地域づくりの基礎となるものを探してい

く第一歩とし、住民の声を聞きながらまちの活力へとつなげる

ことを目的に、岩村地域協議会（宮澤博光会長）が主催して開

催されました。 

参加者は、３つのグループに分かれ、赤黄青の信号機をイメー

ジしながら、地域の魅力や課題について、自由に意見を出し合

いました。 

 

信号機のイメージ 
 

青→守り続けたいことや、挑戦したい事 

（例：子どもたちがいつも外で遊んでいるね） 

黄→気を付けていきたい・心配な事 

（例：車の運転ができなくなったら買い物に困るな） 

赤→これは今すぐ改善する必要がある 

（例：空き家の草がぼーぼーで道にはみ出しているぞ） 
 

  

 

 

飯羽間地区 富田地区 
  

  

  

 

青
信
号 

 

黄
信
号 

 

赤
信
号 

ご意見の一部をご紹介します 

富田地区の地域座談会 

飯羽間地区の地域座談会 

○特産品としての「芋姫様」をこれからも大事に 

○お堂めぐり ○トラクターイルミネーション 

○草刈が行き届いている ○不見日観音 

○上下水道完備 ○綺麗な川 

○農村景観日本一 ○茅の宿 

○三森神社からの眺望  

○何かをする時、労力をおしまず協力してくれる 

○四季毎に豊かに変化し、ふるさととして素晴らしい

○富田の米はおいしい（もっと PR を） 

○のどかで気持ちが安らぐ 

○公共交通機関が充実していない 

○お店がないので買物に不便 

○R363 の消防器庫の交差点が危険 

○特産品がもっとあると良い 

○お墓がほしい 

○お堂めぐりをやめないでほしい 

○地域のつながりが少なくなってきている 

○高齢化が進み農業の担い手が減少している 

○近代的な建物 ○土地の開発 

○昔ながらの風習を残していきたい 

○お堂めぐり→岩村全体で取り組んだらどうか 

○防災倉庫がひとつしかない 

○打杭川の改修 ○空き家に草が伸び無用心 

○イノシシ・サル・シカ・カラス（鳥獣害） 

○水路の老朽化 

○巡回バスのバス停を増やす 

○独居老人世帯の増加（地域で助け合う仕組みづくり）

○通学路修理 ○街路灯の設置 

○R363 交通安全看板の修繕 

○活気がない ○医療機関が充実していない 

○恵那にいかなくても何でも揃い便利 ○生活が便利 

○地域によってはこどもがいっぱい 

○住民が増えている 

○R257 沿いは今後も発展する 

○若ボタルなど若い人が集まる団体がある 

○営農組合の野菜販売 

○電車道まつり ○ホタルまつり 

○東海自然歩道 ○豊かな自然 

○自然が豊かで環境が良い 

○損得勘定抜きで動く人が多い 

○事故が多くなった・安心安全な道路を 

○バス ○通学路に不安がある 

○若い人が外に出てしまう 

○高齢者の運転 ○消防団の勧誘 

○飯羽間駅と極楽駅に観光案内板の整備を 

○産業廃棄物埋立地の太陽光発電の計画が心配 

○街灯が少ない 

○自主運行バスに小学生が乗れるように 

○高齢者が安心して暮らせる町づくり 

○山王神社の祭りをもっと盛大に 

○県道の事故対策 ○バロー裏側道路改良 

○若い子の働く場所 ○耕作放棄地が増加 

○芝生公園の管理 ○災害対策 

○自主運行バスが縮小されないように 

○バローの前に高い電磁波が出ている 

○空き家の増加 ○小学生の通学路が危険 

○草刈不足やモラルの低下 

○飯羽間川や水路の管理低下 

○ホタルまつりを続けてほしい 

○飯羽間駅からコンビにまでの歩道が夜暗く危険 



 

＊新連載スタート!!!＊ 

いわむら歴史再発見  
 vol.1 信の城跡～織田信忠の岩村城攻めの陣城～   

飯羽間には二つの城跡があります。一つは飯羽間城跡で、

戦国時代の攻防や近世苗木藩遠山氏発祥の城として有名で

す。 

もう一つの城跡はあまり有名ではありません。名前も分

からないので、所在地の字をとって「信（のぶ）の城跡」

と呼ばれています。場所は、飯羽間根上の神明神社から 200

ｍくらい西に行ったところで、北側の山地から伸びる尾根

の先端にあります。 

 

実際に行ってみると、規模は飯羽間城跡に匹敵し、しっ

かりした土塁や堀切があることに驚かされます。曲輪から

は岩村城を望見することができます（現在は雑木や草が生

い茂っているので難しいかもしれません）。城跡のすぐ下に

は岩村と鶴ヶ城（瑞浪市）を結ぶ道が通っています。また、

背後に通っている東海自然歩道は、江戸時代のとのさま街

道で、中山道に通じています。軍事的な重要性は飯羽間城

より上かもしれません。 

 

寛永 15 年（1638）丹羽氏信が岩村藩主として入封した際

に岩村の名主が提出した書付「岩村近辺城主覚」には「根

上村 神篦村城主信友（延友）市丞殿と申仁居被申候由」

とあります。根上村は飯羽間の根上です。書付には飯羽間

城跡の記述は別にあるので、この根上村の城は信の城を指

していると考えられます。 

 

神篦村城は鶴ヶ城のことです。城主延友氏は元々遠山岩

村氏に属していましたが、元亀３年（1572）に岩村城が武

田方の秋山虎繁に奪われると織田方に転じ、信長の嫡男信

忠の直臣となりました。 

 天正３年（1575）、信忠は長篠の合戦の勝利を受けて岩

村城を攻めました。水晶山の山頂に本陣を置いて半年にわ

たる包囲の後に落城させます。信の城は、岩村城と中山道

を結ぶ街道を遮断するとともに、水晶山の本陣と鶴ヶ城と

の連絡路を確保するために、延友氏が築いた陣城であった

と考えられます。ひょっとしたら信忠や、この後岩村城主

となる河尻秀隆が立ち寄っていたかもしれませんね。 

（教育委員会文化課 三宅唯美）

（信の城跡地） 

 

こんにちは！恵那特別支援学校です 

 
 

高等部３年生の勝光一郎くん、早川光くんが｢スポーツ祭東京２０１３｣に出場しました。勝くんの出場したサッカー

は５位、早川君は５０メートル走で１位という、すばらしい結果を残しました。応援ありがとうございました。 

 

 

当校にて「第３回ボランティア養成講座」行いました。障がいのあ

る児童生徒との接し方や特別支援への正しい理解と本校児童生徒の

休日や卒業後の居住地での地域活動の充実をめざし、子どもたちの理

解者や支援者を増やしていくという趣旨で本講座を実施しています。

今回は２つのグループに分かれてムーブメントとスポーツを楽しみ

ました。 

 

♪ ウィンターコンサートのおしらせ ♪ 

日時 平成２５年１２月１５日（日）１３：００～１５：００ 

場所 体育館 

中津高校吹奏楽部、恵那南高校吹奏楽部、中津川吹奏楽団のみなさんが演奏に来

てくれます！是非、お越しください！！ 

ボランティア養成講座 

ムーブメントのようす 

スポーツ祭東京２０１３ 



「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、初の試みとして今年は「おかげまつり」に参加。

こども横丁で、お米の試食販売と、クラフト体験ブースの手伝いをしま

した。 

お米は、春から参加してきた「ホットな田んぼ」で獲れたお米。最初

は試食を勧めるのが恥ずかしかった子どもたちも、慣れてくると大きな

声で呼び込みをしていました。「誰が作ったお米？」と聞かれ「僕たち

が田植えをして稲刈りをしたの」と胸を張って答える姿も見られました。 

クラフトは、１０月のいわっこクラブで自分たちが体験したストラッ

プ作りを、来場者に教えるというもの。子どもたちは実行委員の方々と

一緒にスタッフ側に入り、「絵が書けたら今度はこっち」と教えてあげ

ていました。 

 放課後の活動に加えて、地域行事にも参加してきたいわっこクラブ。

お米作りに関する活動は、次回、放課後の家庭科室で「お米を使ったお

やつ作り」を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ：教育委員会社会教育課 43-2112（内 343） 
 

 

  
  

 

 

 

 

 

岩邑中学校マラソン大会のお知らせ 
 

 本年度も街中の本通りを走るコースで実施します。保護者

をはじめ町内のみなさんの応援により、男子４．６㎞、女子３．３

㎞を生徒が力一杯走ります。 

  

１ 日 時   平成２５年１２月 ７日（土）  

２ 会 場   岩邑中学校  

３ 日 程     ９時４０分から 

            ９時５５分から 開会式（体育館下ピロティ） 

           １０時２０分から 女子スタート 

           １０時５０分から 男子スタート 

           １１時３０分から 閉会式 

           １２時００分から 昼食 豚汁サービス （生徒、保護者全員） 

４ コース 

岩邑中学校 → 岩邑小学校 → 岩村駅前 → 本通り → ３６３号線 →大将陣 

→ ロータリー → 岩邑中学校 

 

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 

岩邑中学校 



 
 
 
 
 
 

恵那文化振興会岩村支部たより 

中学校生徒職場体験が行われました!! 

  台風26号が去った、次の日から（10／17・18 日）2日間、岩村コミュニティセンターでは中学校生徒職場体験を受入て4

人（保谷聖耀君、井上怜也君、山本翔太君、市川夢乃さん）の生徒さん達に、コミュニティセンター内の仕事を体験して頂

きました。外での清掃作業などもあり大変だったと思いますが、本当にご苦労さまでした。 

 

岩村地域への思い・里づくり   恵那市文化振興会岩村支部顧問 市岡勝男 

皆さん我々の生活環境の中で文化活動は、どれだけ必要だろうかと考えた事がありますか？ 

自己満足の為なんでしょうか？、辞書では文化という言葉の意味は世の中が開け進む事・人類が自然を相手として一定の目的

に従って理想を実現して行く過程とすると解説してありますが私には難しくて意味が全く理解できない訳ですが、文化の振興を

皆でワイワイ言いながら一つの目的に向かって教養を深める中で仲間を増やして行くんだろうと思います。音楽・伝統芸能・色々

な作品制作等を展示したり発表したり大会等を開催したりする活動を通してお互いに学び合う中では会議や打合せの際に議論

が過剰となり喧嘩もする、そんな仲間が突然予告無しに欠席したりすると仲間達は心配します。ましたや欠席した仲間が一人暮

らしであったら病気だろうか苦しんでいないだろうかと心配し電話したり訪ねて行ったりすると思います。またその仲間達には

色んな相談も出来ます。同じ目標を持つ仲間同士は心強い存在となります。さらに、私事ですが合唱の会や郷土史の勉強、佐藤

一斎を学ぶ機会では、今まで地域の中でも知らなかった人達と知り合う機会も多かったですし、郷土史を学んだお陰で観光客皆

さんの人前で岩村を案内出来るようになり、嬉しく思っています。また一斎会では自分が生きる上で道理が少しづつ理解してき

たつもりです。さらに合唱をしていた時には今までの人生の内で一番楽しい思いの深い事として仲間との大きな声で腹の底から

歌った事です。一人では歌えないしチームワークで一人一人が仲間を支え合って行かなければ美しい声や歌は生まれない訳で、

合唱祭などで歌い上げて終了した感激の涙は今も忘れていません。 

 このコミセン情報を読まれた方は是非、恵那文化振興会岩村支部の文化活動にご参加ください。私たち高齢者は孤独になりが

ちです。地域の支えが必要です。私たちの様に人生の後少ない者で文化振興会に携わった役員は文化の振興に努めながら仲間と

生涯の絆を深めて行く事が出来る文化振興会の諸活動をさらに推進する事が我々に与えられた使命であると考えます。 

 

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。 

１１月は「お皿にお絵かき」です。 

お皿にクレヨンでお絵描きし、焼き上げて思い出作品を作ります。 

開催日  １１月２８日（木）午前１０時  

場 所  岩村コミュニティセンター  ※ （12月クリスマス会の説明も行います） 

１２月は「クリスマス会」です。サンタさんがやってきます。Ｘマスカード作りやＸマスのお話をします 

開催日  １２月１９日（木）午前１０時  

場 所  岩村コミュニティセンター  

 平成25年度 岩村町民展 ＆ 芸能発表会終了11月2日と3日開催しました町民展と芸能能発表会の様子スナップ写真です。 

 

   
 
 

 
   

 

総数 5,380 人 （＋１２） 

男 2,594 人 （＋８） 

女    2,786 人 （＋４） 

世帯 1,888 世帯 （▲５） 
（     ）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 

１１～１２月の主なコミュニティセンター使用予定 

 11月１6日～17日（土・日）   ピアノ発表会 

11月２２日（金）        岩村地域懇談会 

 11月３０日（土）        下田歌子大賞授賞式 

 12月 １日（土）        講演会（九条を守る会） 

 12月 ７日（土）        軽音楽同好会ライブ 

 

岩村町の人口（平成25年11月1日現在）




