
   

   

 

 

 

 
 
 
       
 
 
 
 

 

 
 

 

 

11 月 22 日、岩村コミュニティセンター大ホールで平

成 25 年度岩村地域懇談会が開催されました。 

地域懇談会は、市政や地域の課題、まちづくりについ

て、市民と行政が共に考えて意見交換する場として毎年

一度、地域自治区ごとに開催されています。今回は地域

住民 90 余名の参加と、岩村町選出の市議会議員 3 名、

市議会から副議長、市長・副市長・各担当部長の出席で

行われました。 
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青 い の れ ん 
発 売 中 “女城主の里いわむらの象徴”「青いのれん」が、 

恵南商工会岩村支所にて販売中です。 【関連記事 2 面】

岩村町内の方は 1 枚 1,500 円で購入できます。  

懇談会は最初に行政から、リニアまちづくり構想・市

立恵那病院再整備・市役所新庁舎建設の３点について説

明がありました。その後地域協議会から、（1）通学路の

安全確保（2）一級河川の管理（3）サル対策（4）中学

校再編（統合）の４点について、地域からの課題として

提案しました。後半は参加者からの意見、質問などに行

政からの回答を受けました。通学路、中学校再編、岩村

駅の無人化についてなど活発な討論がされました。 



クリスマスイルミネーション（岩村駅）／トラクターイルミネーション（ふるさと富田会館） 
 

5,000 個の電球でライトアップ 

岩村駅クリスマスイルミネーション 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

恵南商工会青年部岩村支部では、クリスマスムードが

高まる 12 月に毎年クリスマスイルミネーションを実施

しています。昨年までは岩村コミュニティセンター付近

で行っていましたが、今年は 5,000 個の電球で岩村駅を

ライトアップします。 
 

[日時] 12/1(日)～28(土) 
17：00～23：00 

 

[場  所] 明知鉄道岩村駅 

[問合せ先] 恵那市恵南商工会岩村支所 

[問合せ先]  電話 0573-43-2636 

 

 

2013 真冬の富田に何かが起こる 

トラクターイルミネーション  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

今年で２回目となるトラクターイルミネーションは昨年

よりトラクターの台数を増やして開催。また、富田の子ども

たち作成のダンボールイルミネーション、温かい飲み物＆屋

台多数出店予定ですので、皆さんのお越しをお待ちしていま

す。 
 

[日時] 12/22(日) 
 
 
 

18：00～21：30 
 

[場  所] ふるさと富田会館 

[問合せ先] なんか楽しいことやろまいかとみだ 

電話 090-9943-4390（片桐） 
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報告：11/16 資源回収 
～小中学校合同資源回収～ 

  

１１月１６日、小中学校合同の資源回収が行われました。当日

は、子ども達や保護者の方々に加え、地域の皆様方にもご協

力を頂いたおかげで無事終えることができました。本当にあり

がとうございました。資源回収の収入につきましては、子ども

達のために有効に活用させていただきますので、今後も、小・

中校のＰＴＡ活動に対するご理解とご協力をよろしくお願い申

し上げます。   

以下は、今回の資源回収の収益・ 

新聞などの収集量です。   

ご紹介させていただきます。 
 

【回収実績】 

品目 回収量 売却額 

新聞紙 45,500 ㎏ 364,000 円

雑誌 22,950 ㎏ 137,700 円

ダンボール 17,120 ㎏ 136,960 円

飲料用紙容器 240 ㎏ 1,920 円

繊維類 5,976 ㎏ 5,976 円

アルミ缶 320 ㎏ 25,600 円

アルミサッシ 65 ㎏ 5,525 円

一升びん 316 本 316 円

ビールびん 224 本 448 円

ビールケース 3 箱 600 円

総計 679,045 円
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お知らせ：青いのれん 発売中 
～新しいのれんでお客さまをおもてなし～ 
 

女城主の里いわむらをあらわすうえで象徴的な「青いのれん」を

このたび城下町ホットいわむらが新調しました。 

現在、のれんが日焼けして劣化してしてしまっているお宅や、新し

くのれんをかけようかと思われるお宅の方に、下記の価格で販売

しています。 

 

 

商工会岩村支所で

発売中 
 
価格：1,500 円 

（岩村町外の方が購入される場合は、2,000 円） 

問合せ先：0573-43-2636（恵南商工会岩村支所） 



 

第１２回 いわむら城下町のひなまつり 
メインテーマは 君なくは なぞ身よそはむ 

 

平成 26 年 3 月 1 日（土）から 4 月 3 日（木）まで、

春の恒例行事となった「いわむら城下町のひなまつり」

が開催されます。 

今春は計 110 ヵ所に 3,171 体のおひなさまが展示され、

地域最大級のひなまつりとして、30,000 人のお客様が来

場されました。 

翌春も地域の手作りのおまつりとして、お客様に楽しん

でいただけるイベントとなるよう、いわむら城下町のひ

なまつり賑わい構想委員会が準備に取りかかっていま

す。 

構想委員会では、一緒にひなまつりを

盛り上げたい方やお手伝いをしてくださ

る方を募集しています。あなたの得意分

野や興味ある部分でのご参加もOKです。

皆様のご参加をお待ちしております。
 

[問合せ]いわむら城下町のひなまつり賑わい構想委員会 

城下町ホットいわむら事務局 電話 0573-32-1109 

 

 
 

 

 

平成 26 年 春 イベント情報 
２日 日 オープニングイベント 

ひなのクラフトフェア 

恵那・岩村まちなか市 

ひなまつりクラフト体験 

来て！着て！マスター簡単着付け体験 

羽織っておひなさま気分 

9 日 日 ちぎり絵でおひなさまづくり体験 

23 日 日 茅の宿でおひなさま会 

31 日 日 ひなの呈茶会 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

釣姫様嫁入り道中御膳を再現 
明治４年に尾張徳川家から岩村に嫁ぎ、わずか３ヶ月で他

界した釣姫様の、嫁入行列の食事献立が岩村歴史資料館に現

存しています。ひなまつり賑わい構想委員会美チームで、こ

の御膳の再現に挑戦しました。再現に当たり歴史資料館の伊

藤さん、市内東野在住の料理研究家土方先生から助言を受

け、調理や盛り付けなど試行錯誤を繰り返し完成にいたりま

した。この嫁入り道中御膳は３月１日から３月３日まで、歴

史資料館でお披露目します。 

あいち戦国姫隊

まちなか市 日本甲冑武者隊 

2013 

春 

平成２６年春バージョンのチラシ 

 

■■■ メインテーマ解説 ■■■ 
 

第 12 回いわむら城下町のひなまつりのテーマは、

今春に引き続き『君なくは なぞ身よそはむ』。 

これは、万葉集で播磨娘子（はりまのおとめ）が詠

んだ、「君なくは、なぞ身(み)装(よそ)はむ、櫛笥(くし

げ)なる、黄楊(つげ)の小櫛(をぐし)も、取らむとも思

はず」という和歌の一節で、「あなたがいなければ、

この身を美しく飾ることはないでしょう。あなたがい

るからこそ、こうして美しく身を飾るのです。」とい

う恋の歌です。 

いわむら城下町のひなまつり賑わい構想委員会で

は、ご来場されるお客様がいるからこそ、町をおひな

様で飾り付け、お客様に対しての感謝の気持ちとおも

てなしの心を持ってイベントづくりに取り組もうと

して、メインテーマを決定しました。 

羽織っておひなさま気分 

150 年程前の徳川家のお姫様のお食事はどのようなもの

だったのか、ぜひご覧下さい。 

料理の再現風景 

再現された料理 



 

＊連載企画＊ 

いわむら歴史再発見  
 vol.2 天王山経塚 寛永のランドマークタワー？ 

 岩村城下町の大きな特徴の一つに、町の周囲をぐるりと

取り巻くように、巨大な経塚が築かれていることが挙げら

れます。こうした例は、ほかではあまりありません。 

 

 この中で一番早く築かれたのが一色の天王山経塚です。

古墳のように盛り上がった大きな塚の上に、高さが２ｍ以

上ある巨大な五輪塔が置かれています。この五輪塔には次

のような銘文が刻まれています。 

「常照院殿日中大師 寛永三年六月十貳日 孝信女敬白」

 常照院殿日中大師という法名の女性を供養するために、

孝信女＝親孝行な娘が寛永３年（1626）に造立したという

意味です。彼女らが誰かは判明していませんが、法名に「院

殿」を使うことができるのは将軍や大名などの上級武家に

限られていることから、当時の岩村藩主松平乗寿ゆかりの

女性と考えられます。実際には乗寿が主導して造られたも

のでしょう。 

 

 この経塚は、国道 257 号一色交差点北側の武並神社や一

色墓地のある丘＝天王山の頂上にあります。現在は林とな

っているのでぴんときませんが、江戸時代には隣の石室千

体仏と同じように城下のどこからでも望見することができ

たはずです。また、名古屋と岩村を結ぶ中馬道は、下町升

形と天王山の間を一直線に結ぶように造られています。 

岩村から西の方へ出掛ける人たちは、城下の外に出るまで

この経塚を仰ぎ見ながら歩くことになります。この場所に

あることに特別な意味があるのでしょう。 

 

 

 造塔された時期も重要です。城下を鎮護する重要な宗

教施設として武並神社・八幡神社が挙げられますが、二

つの神社の本殿の完成は５年遅れの寛永８年（1631）な

のです。それよりも前に建てられたこの塔は、城下町の

整備がようやく完成に近づいたことを記念して、ランド

マークタワーとして建てられたものなのかもしれませ

ん。 

 

※天王山の名前の由来 

 現在の武並神社のところに津島神社（牛頭天王社）が

あったことからこのように呼ばれています。津島神社は

現在は武並神社の摂社となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（教育委員会文化課 三宅唯美） 
 

こんにちは！恵那特別支援学校です 

 
 

上町まちなか交流館にて２月６日(木)、２月７日(金)、２月８日(土)、の３日間、 

当校の生徒達が授業で作った製品を販売いたします。今までも町内の方々のご協力により、製品をたくさん買っていただ

き、ありがとうございます。買いに来てくださるお客様のおかげで、生徒達も日々の製品作りに張り切って取り組めてお

ります。また、販売する生徒にあたたかいお声かけをいただいくことも多々あり、大変感謝しております。 

第３回のバザールは、卒業を控える３年生にとっては最後の販売会となりますので、今までのお客様に対する感謝の気

持ちを込めて、最後の製品作りに取り組んでいます。新製品も続々販売される予定ですので、是非ご来場下さい。よろし

くお願い致します。 

 

 

 

第３回 ロックビレッジバザール 開催のご案内

上町まちなか交流館 第３回 ロックビレッジバザール 

日時 平成２６年２月６日（木）１０：００～１２：００ 中学部作業班作品販売体験 

        ２月７日（金）１０：００～１２：００ 高等部作業班製品販売 

        ２月８日（土）１０：００～１２：００ 高等部作業班製品販売 

場所 上町まちなか交流館 

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！！ 



「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。 
 
 春から活動してきたお米作り体験の締めくくりとして、１１月のいわっこクラブは「お米を使ったおやつ作り」

をしました。放課後の小学校の家庭科室を利用して、講師に岩村食改の皆さんに来ていただき、「塩おにぎり」と「ご

飯のチーズせんべい」を作りました。お米を味わうシンプルなおにぎりと、子どもたちの好きなチーズでアレンジ

したもの、どちらも大好評でした。 

１２月には、地元のスポーツ推進員の方々に教えてもらい、「カローリング」を楽しみました。 

地域の皆さん、ありがとうございました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ：教育委員会社会教育課 43-2112（内 343） 
 

 

  
  

 

 

 

 

なかよく 元気に！ 

 

いよいよ冬の訪れを感じる頃になりなした。 岩邑小学校では、１年生から６年生までの異年齢集団グループで、全校がなかよく

なる「ふれあい活動」を行っています。１１月には児童会行事とあわせて、『つながロープ大会』の取組をしました。 

「大縄跳び」と一人ずつ順番に跳ぶ「８の字跳び」に挑戦しました。１年生の児童にとって縄跳びは大変でしたが、各班の６年生

のリーダーの児童が励ましたり、みんなで跳ぶタイミングを大きな声で「ハイ！ハイ！ハイ！」と合わせたりして、がんばって跳べるように

なりました。気持ちをあわせてがんばる姿がとてもすばらしい笑顔を生みました。 

 また、寒さに負けない体力づくりとして、朝活動で『ペース走』にも取り組んでいます。自分の目標に向け自分のペースでがんば

って走る取組です。元気いっぱいに運動場を走る姿が、みんなで前向きにいっしょうけんめい取り組む岩邑小学校の子どもたちは、

とてもステキです。 

 

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 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
『 継 続 は 力 』     恵那市文化振興会岩村支部会計 足立政子 
 

現在私が在籍中の健康体操サークルは平成２２年度に恵那市文化振興会岩村支部に加入しました。そして代表者を卒業出来たと

思ったら、今度は岩村支部の会計のお役を頂いてしまいました。何もお役に立てなくて申し訳なく思っています。 

現在、岩村支部に登録し活動しているサークルは、文芸・教養・生活・美術工芸・芸能・音楽部会等と多種あります。どの部会

も長く続いているのですが、新加入の方が無く会員の高齢化が進んでいます。せっかく築いてこられた地域の文化活動を、若い方

に受け継ぎ発展させていただきたいと願っているのは、私だけではないと思います。短歌や俳句は新聞折り込みで紹介されていま

すので、読んで興味をお持ちの方も見えるのではないでしょうか。 

長く続いているグループに途中から加入するのは気後れしますが新加入の人をどのグループも待ち望んでいます、お試しで見学

されるのも良いものと思います。是非お試しで見学して下さい。また、振興会の会員の皆さんも積極的に参加をお誘いしましょう。 

私は健康体操グループで、健美操をしています。退職したばかりで地域の方との交流が少なかった時「健康体操に来ない？」と

誘って頂き始めました。健美操は全く未経験だったので、一緒にやっていけるのか不安でしたが、最初は周りの人の真似をして身

体を動かしていました。 

初めは力の入れ方など良く分からなかったのですが、先生の丁寧なご指導のおかげで、ただ形を真似るのではなく、意識して手足

を動かす事が少しずつ分ってきました。今年でもう８年になりました。 

 練習日には、体操を始める前は重たかった足が軽く感じられたり、手足が温かくなったりと変化を実感します。グループの最年

長の方は平成１２年の開講時から続けて見えます。８０代になられるのに、背筋がピンと伸びて若々しくお元気です。月２回の練

習日にも欠かさず参加されます。 継続は力とよく言われます。健康で暮らすためにも見習って長く続けて行きたいと思っていま

す。 

 昔ある講演会で『何かを始めたら十年は続けて見ましょう、きっと何か得られるから』という話を聞きました。いろいろ始めて

はすぐに止めてしまう悔いの多い生活ですが、健美操は続けられそうです。月２回、火曜日の１０時から岩村コミュニティセンタ

ーで練習しています。是非体験にいらして下さい。お待ちしています。 
 

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。 
１2月は「良い子の所にサンタさんがやって来る」で、クリスマス会です。クリスマスの話や、Ｘカードを作ります。 

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  

※ （クリスマスプレゼントの交換も行います） 

 

１月は「手づくりかるた会」です。ジャンボかるた取り大会です。 

ダイナミックなかるた取り、親子で楽しくスキンシップ！！ 

開催日：１月２３日（木）午前１０時  場 所：岩村コミュニティセンター  

 
 

ジャンプそろばん生徒募集 

岩村コミュニティセンターでは学童保育的なそろばん教室を実施しています新一年生から募集しています。レッスン日 毎週火

曜日と金曜日の午後３時３０分から５時まで授業の進度は個人々に合わせています 

   そろばん学習は脳に効く!!! 

「指」は身体の外に出た第二の能、そろばんは指を使って大量の数を素早く正確に処理するトレーニングです。これが

脳を大きく成長させ計算力・暗算力を高めるのは勿論、集中力や頑張る忍耐力を身に付け学校の勉強でも大変役立ちま

す。子どもたちに「ガンバル」を身に付けさせてはどうですか 

 
 

 

 

 

 

   

総数 5,367人 （▲５） 

男 2,592人 （＋２） 

女    2,775人 （▲７） 

世帯 1,899世帯 （+１） 
（     ）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 

 

岩村町の人口（平成25年12月1日現在） 人口総計推移
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岩村コミュニティセンター及び岩村福祉センターでは、大規模な各種イ

ベントや催しが開催され来場者が多くなっています。このため駐車場で

の長時間無断駐車をされますと大変迷惑となります。このため「バス旅

行」や「待ち合わせ」等で駐車利用される場合は事前に岩村コミュニテ

ィセンター及び岩村福祉センターへ問い合わせて支持を受けてくださ

い。（最悪の場合はレッカー車で除去する場合もあります。） 




