
   

   

 

 

 
 
 
       
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 2014いわむら城下町のひなまつりは、3月 1日(土)に開幕し、4月 3日まで 1ヶ月間にわたり開催されます。
 いわむら城下町のひなまつりは、重要伝統的建造物群保存地区の町並みとその周辺 100 箇所以上に江戸時代
から藩主邸に伝わるおひな様や装飾が見事な御殿びな、土びな、住民手作りの粘土びななど多種多彩なおひな
さまが展示されます。 
また、開催期間中は、ひなのクラフトフェア・恵那岩村まちなか市・ひなの祝宴（ひなまつり音楽祭・宵の
ひなまつり）など、数々のイベントが開催されます。 

 

広報いわむら 
 

＊いわむら城下町のひなまつり特集 

＊初開催！空き家見学ツアー 

＊まちづくり実行組織活動交流会 

＊いわむら歴史再発見 VOL.3 
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ほっと・ホット・もっと 

ホットいわむらだより 

あいち戦国姫隊 3/29 宵のひなまつりステージに登場
日本甲冑武者隊は 3/２オープニングステージに 

3/1 いわむら城下町のひなまつり開幕 
ゆかしき里 いわむら城下町のひなまつり 

メインテーマ：君なくはなぞ身よそはむ 



 
3 月 2 日 日  
 

９：００～ オープニングイベント 
＜場所：西町庚申堂前特設ステージ＞ 

１ヶ月にわたるひなまつりの開幕を告げるオープニングステー

ジ。岩村城女太鼓や日本甲冑武者隊の演舞など見どころ満載。 

9：00～ 恵那・岩村まちなか市 
<場所：岩村本通りとその周辺> 

歴史の町並みを舞台に、この日限りの賑わい市が開かれます。 

10:00～15:30 ひなのクラフトフェア 
<場所：岩村本通り> 

今回で２回目の開催となるひなのクラフトフェア。城下町に手作

り品の市が立ち並びます。約 40 店舗が出店予定。 

1１:00～ ひなまつりクラフト体験 
<場所：JA 東美濃岩村支店駐車場> 

アクセサリーなどのクラフト作品を作る体験教室を開きます。 

14:00～16:３0 羽織って「おひなさま気分」 
＜場所：勝川家＞ 

洋服の上から着物を羽織って、おひなさまの前で記念撮影ができ

ます。お手軽に「おひな様気分」を味わえます。 

14:00～16:30 来て！着て！マスター簡単着付け体験 
＜場所：勝川家＞ 

大人対象の簡単着付け教室。何となく敷居が高いと思われがちな

着物の着付けですが、この体験教室では時間をかけずに着物の簡

単が着付けが習得できます。 
 

3 月９日 日  
 

 

11:00～14:00 ちぎり絵でおひなさまづくり 
<場所：勝川家> 

今春のひなまつりポスターのちぎり絵作者によるちぎり絵講座。

10 分ほどで完成する簡単ちぎり絵。気軽にご参加いただけます。
 

3 月２３日 日  

茅の宿でおひなさま会 
<場所：茅の宿とみだ>  

農村景観日本一と言われる富田地区のど真ん中にある茅葺きの宿

「茅の宿」で開かれるおひなさま会です。城下町で眺めるおひな

さまとは一風かわった趣を感じることができます。 

3 月２９日 土  
 

13:00～１６：３０ （ひなの祝宴）城下町ひなまつり音楽祭 
<場所：岩村本通り> 

城下町の各所に JAZZ や ROCK などのバンドやアーティストが登

場。ひなまつりを音楽の力で盛り上げます。 

1７:３０～19:30 （ひなの祝宴）宵のひなまつり 
<場所：岩村本通り> 

勝川家の４連の蔵のひなかざりライトアップに加え、本通りが岩

小児童の描いたひなとうろうで演出されます。 

イベントステージには「あいち戦国姫隊」が出演します。 
 

3 月３１日 日  

10:00～15:00 ひなの呈茶会 
<場所：勝川家の奥座敷> 

江戸城下町の館「勝川家」の奥座敷で開かれる「お茶会」。 

一般の方でも気軽に立ち寄り可。座席も用意されています。 

２０１４ いわむら城下町のひなまつりイベントスケジュール 

 
日本甲冑武者隊（3/2 ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｲﾍﾞﾝﾄに登場） 

 
クラフトフェアには約 40 店が出店予定 

 
羽織っておひなさま気分は大人気企画 

 
音楽祭には様々なｼﾞｬﾝﾙの 15 組が出演予定 

 
3/29 約 300 のひなとうろうが町並みに並ぶ 



 
 

告知:管理栄養士 足立香代子さん講演会 
2014 いわむら城下町のひなまつり特別講演会 

 

 
 

 

（日時）平成 26 年 3 月９日〈日〉11:00～12:00 

（場所）江戸城下町の館 勝川家 
 

いわむら城下町のひなまつり特別講演として、岩村町出

身で、テレビなどで活躍され『検査値に基づいた栄養指導』

など多数の著書を執筆されている管理栄養士足立香代子

さんの講演会を開催します。 

ひなまつりは女性のおまつりということで、講演の演題

は、女性にターゲットを絞った「食の革命～かわいく美し

くしなやかに生きるために」です。 
 

 

告知：女性のための鍋まつり 
足立香代子さん監修の６種類の鍋が食べられる！！！ 

 

 
 

（日時）平成 26 年 3 月９日〈日〉12:00～ 

（場所）本町五丁目駐車場 
 

管理栄養士足立香代子さんの講演会終了後は、足立さん

監修の血液サラサラ鍋、美肌鍋、ダイエット鍋など６種類

の鍋が味わえる「女性のための鍋まつり」を開催します。

（男性のご来場も大歓迎） 

 自分にぴったりの鍋を選んで食べることができます。鍋

まつりで不足しがちな栄養を補える？会場では、鍋のレシ

ピもお配りまします。是非、ご来場ください。 
 

 

報告：粘土びな・もちばなづくり体験 
～2014 ひなまつり準備着々と～ 

 

2 月１日、岩村コミュニティセンターにて、「粘土びな・

もちばなづくり体験」が行われ、子どもからお年寄り、親

子連れなど 100 名を超える参加者がありました。 
 

 

約 2 時間で粘土びな約 100 体、もちばな約 200 本が完

成。完成した粘土びな・もちばなは、3 月 1 日から開催さ

れるいわむら城下町のひなまつりで、町の軒先やメイン会

場などに飾り付けされます。この体験教室は、一昨年に始

まり、今回で 3 回目の開催。住民の手作りのおもてなしの

心が伝わるとひなまつりを訪れた観光客にも大変好評で、

参加者からは「心を込めておひなさまを作りました。多く

のお客さんに見てもらって、おもてなしの心が伝われば嬉

しい」などの感想が聞かれました。 

この体験教室で作られた粘土びなをはじめ、江戸時代か

ら伝わる古今びな、装飾が見事な御殿びな、色鮮やかな土

びななど、多種多彩なおひな様が 3,000 体以上展示される

いわむら城下町のひなまつりに、ぜひご来場下さい。 
 

管理栄養士 足立香代子さん講演会 

 

１００名を超える参加者でコミセンの大ホールがいっぱいに！！ 

思い思いに色鮮やかなおひなさまが作られていく！！ 
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  足立香代子さん 



報告：いわむら暮らし探訪まち歩き  
＆恵那市空き家バンク利用者登録会 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

去る 1 月 26 日（日）、ホットいわむら主催の岩村町の

伝建地区周辺を中心とした、まち歩きイベントを開催い

たしました。 

この企画は、岩村での暮らしに感心を持つ方を対象に、

古い町家の残る伝建地区での生活を身近に感じながらイ

メージを膨らませてもらうというもので、所有者の方か

ら了承を得た数軒の空き家・空きスペースの内覧も実施

しました。 

一般公募により集まった参加者は 14 名。中津川市や名

古屋を始めとする東海地方、HP を見て知ったという東京

在住の方の参加もありました。 

また、町内からは、ホットいわむら有志の他、宮澤地

域協議会会長も同行、岩村振興事務所と恵那市暮らしサ

ポートセンターから行政のサポートも含めて、賑やかな

町歩きとなりました。 

 

内覧した空き家はどこも築 100 年を超えるような、昔

ながらの造りが色濃く残るものばかりで、普段目にしな

い珍しい建物の構造や、お家に残る一昔前の生活の痕跡

に、驚きと発見の連続となりました。 

と同時に、人が住まなくなってから数年で家屋の傷み

が劇的に進んでいる現状に、古い町並みが抱える問題を

垣間見ることとなりました。 

所有者の方の立会いがあったお家では、建物にまつわ

る歴史や思い出話なども直接お伺いすることができま

した。 

途中、町内で自身の所有する建物の軒先を自分で改修

され、共有のギャラリー等で活用されている方からの話

もあったり、観光目的ではなかなか訪れることのない伝

建地区から外れた地域の散策なども行い、城下町の様々

な表情を楽しみました。 

 

３時間に及ぶ町歩きが終わったあとは、上町まちなか

交流館で、ホットいわむらから古い建築の多い町並みの

中で暮らすことでの楽しさや苦労について、また移住実

践者による地域の中で自分を活かしながら協調してい

くことの大切さについて発表がありました。 

質疑応答も交え、実際に町なかで暮らす人たちからの

生の声に、参加者も外からではわからない生活のリアル

な部分に触れることができた様子でした。 

最後に恵那市の暮らしサポートセンターから、空き家

バンク制度の説明が行われ、利用者登録について参加者

から問い合わせがありました。 

 

ホットいわむらの空き家対策の中で、空き家見学は初

めての試みでありましたが、内外の関心の大きさを実感

すると同時に、今後の課題の大きさもまた浮き彫りにさ

れ、更なる取り組みの必要を感じました。 

今後この企画から得られた成果をもとに、さらなる対

策に取り組んでまいります。ホットいわむらの空き家対

策にどうぞご注目ください。 



１ 

サルに注意を！サルの被害を防ぐには？ 
 

富田地区内でサルが頻繁に出没するようになりました。 

農作物への被害が出ていますが、対策を取らないとサルは人

間に慣れてしまい、好き放題するようになってしまいます。有

害鳥獣捕獲の許可を受け猟友会の方に駆除をお願いしていま

すが、地域に住む人の協力がどうしても必要です。 
 

■■■ 必ずして欲しいサル対策 ■■■  
 

〈その１〉 エサを減らす 

野菜くずや、収穫しない果実、お墓のお供え物は格好のエ

サです。自分に必要ないものだと放置するのはサルを呼び寄

せることにつながります。また、放置された竹やぶのたけの

こはサルだけでなくイノシシも好物です。注意しましょう。 

〈その２〉 畑へ柵の設置 

侵入を防げなくても、侵入するのに時間がかかれば、サルは

嫌がります。侵入に手間取る障害物という考え方で柵をしまし

ょう。 

〈その３〉 見通しを良くする 

サルは元はといえば森で生活する動物ですので開けた場所は警戒します。藪や草が茂って

いる場所は隠れ場所にうってつけです。自己保全管理の水田であっても草刈をお願いします。 

〈その４〉 厳しく追い払う 人に慣れさせない 

サルは記憶力が良いだけに、一度人間が怖くないと覚えてしまうと、どの対策も効果が見

込めません。被害が無くてもサルが出たときには必ず徹底して追い払いましょう。 
 

■■■ サルに遭遇したら ■■■  
 

市販のぱちんこやロケット花火を使用（取り扱い時には周囲の状況に十分注意して下さい）するか、石などを投げ

て積極的に追い払いましょう。たくさんの人数でしつこく追い払うのが効果的です。サルが威嚇して怖いと感じた場

合は、むやみに近づくことを控えましょう。特に、女性や子どもは、目を合わさないように静かにそして速やかにサ

ルから遠ざかりましょう。みんなで協力して富田地区をサルの被害から守りましょう。 

サルが出没した場合は日時と場所を振興事務所までお知らせ下さい。                    

 岩村振興事務所振興課 43-2111 大木・近藤 
 

 

平成２５年度地域自治区まちづく

り実行組織活動交流会 
 

１月２５日、岩村コミセンで

平成２５年度地域自治区まちづ

くり実行組織活動交流会が行わ

れました。恵那市１３町全域か

ら代表者等が集まり、過去７年

の取り組みを振り返り活動 

の課題や今後の展開について意見を交換しました。 

市内全地域を代表して大井町、

三郷町、飯地町、岩村町が取り

組み事例を発表し、その後５つ

のグループに分かれて今後の地

域づくり補助金のあり方などに

ついて熱心に討論しました。 
 

 

堀切交差点改良地域懇談会の提案より 
 

１１月に行われた地域懇談会で、岩村地域協議会から地

域からの課題としてとりあげた、堀切の危険箇所の改善に

ついて、歩道部分のカラー舗装と側溝蓋の設置が施工され

ることになりました。 

この工事は、行政として限られた予算の範囲内でできる

ことを行うというもので、大規模な改修ではありません

が、危険箇所として通行する車へ注意が喚起できるという

面で効果が期待されます。 
 

豊田市旭町視察 
 

愛知県豊田市旭地域会議の皆さんが１月３１日地域自

治区制度の視察研修に岩村町を訪れました。豊田市でも地

域自治区制度が取り入れられていることもあり、まちづく

り実行組織の役割などについて意見交換を行いました。 

恵那市スポーツ講演会 
 

「生涯現役、１００歳人生を可能にする方法」を演

題に、健康運動指導士 牧内隆雄さんが、健康的な体

づくりへのアドバイスや簡単な運動指導を行います。

会場は岩村コミセンで参加費無料ですのでぜひお越

し下さい。 
 

 

富田地内に出没したサル（H26.1.11） 

日時：平成 26 年 2 月２２日（土） 

 ９：００～ ９：３０ 恵那市市民大会総合表彰式 

 ９：３０～１２：００ 講演会 

場所：岩村コミュニティセンター大ホール 

持ち物：運動靴（ひものついたもの）、タオル、飲み物 

その他：運動のできる服装でご参加下さい。その場で立っ

てできる、椅子に座ったままできる運動の指導があります。 

富田地内に出没したサル（H25.12.25） 



 

＊連載企画＊ 

いわむら歴史再発見  
 vol.3 石塔を転用した名号塔の台座を発見 

 今月、西町庚申堂で、境内の石仏群の傾きを直すために

整備工事が行われています。「石仏を移動させたら文字を刻

んだ石が出てきた」との連絡があり、さっそく現場に駆け

つけました。拝見したところ、寛文５年（1665）建立の名

号塔の台座に使われている二つの石が石塔を転用したもの

であることが分かりました。 

 写真の左は名号塔です。本来は「南無阿彌陀佛」と六字

名号を刻んでいるはずですが、上半分が欠けていて「彌陀

佛」の三文字だけが残っています。紀年銘はなく、正確な

製作時期は不明ですが、江戸時代中期と推定されます。右

側面も割れていますが、その表面はノミで加工されていま

す。台座にするときに大きさをそろえるために調整したの

でしょう。 

 右は、「延享三丙寅十月十五日 濃刕岩村城下行者八兵

衛」とあります。写真では見えませんが、両側面には仏の

功徳をたたえる賛文（さんもん）が刻まれています。裏面

には何も刻まれていないので、石仏や供養塔ではなく、普

請などの際に建てられる標石と思われます。延享３年は西

暦 1746 年で、西町庚申堂はこれより８年前の元文３年

（1738）に本堂を建て直しています（『歴史掘りおこし読本

いわむら』）。 

 この石塔が元からここにあったものとすれば、本堂の普

請に合わせて境内が整備され、その完成を記念して建立さ

れたのかもしれません。「行者八兵衛」はこの標石を建てた

イベントの導師でしょうか。修験宗の山伏を連想しますが、

「八兵衛」と俗名であるのが不審です。あるいは導師では

なく施主で、作善（仏縁を結ぶために善事を行うこと）を

したという意味で行者と称したのかもしれません。 

 

  

ところで、石造物の再利用は意外と多く行われています。

特にお城では、石垣などに大量の石材が必要なため、五輪

塔や石仏が使われていることがよくあります。岩村城では

どうかなと、登ったときにはそのつもりで石垣を眺めてい

ますが、今のところ見つかっていません。皆さんも気付い

たらご一報ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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 

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

第３回ロックビレッジバザールを開催いたしました。今年度初めて土曜日に販売を行いました。 

町内の方々はもちろん観光客の方にもお買い求めいただけたらと、生徒達は一生懸命準備して 

きました。しかし、８日の日は朝から大雪。大変足元の悪い中ご来場くださいましたお客様、 

本当にありがとうございました。今後もよりよい製品を作るため努力してまいりますのでよろしくお願いします。 

 

 

 



「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。 
 
 １月の活動はいわっこクラブの参観日。親子で「チャレンジ・ザ・ゲーム」を楽しみました。「チャレンジ・ザ・ゲ

ーム」とは、グループで交流しながら記録に挑戦し、遊び感覚で身体を動かす楽しさを味わえるレクリエーションで

す。 

子どもたちは１人ずつスティックを持って並び、“トントン”のリズムにあわせてスティックを突き、“パッ”と離

して素早く右へ横移動。何回続けてキャッチできるかを楽しむゲームなどに挑戦しました。簡単そうに見えても意外

と難しく、良い記録は出ませんでしたが、親子で触れ合い多くの笑顔が見られました。 

 これで今年度のいわっこクラブは終了となりました。１年間、地域行事に参加させてもらったり、地域の方に講師

に来ていただいたりと、多くの方のご協力により楽しく活動できました。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） 
 

 

  
  

 

 

 

「かるた大会」 

 

岩村保育園では、全園児で 1 月 24 日に『かるた大会』を行いました。サンタさんからのプレゼントにかるたを貰い、家庭で園でと

楽しんで来ました。  

当日は遊戯室に集まり、コの字型に敷かれたへりに座り全園児の見守る中未満児１歳児からかるた取りが始まりました。先生が差

し出した１枚の絵札と同じ絵札が、３枚あるので一目散に走って取りに行きました。 

２歳児さんも同様です。どの子も１枚は取れるようにして貰いうれしそう。 

年少３歳児は、猫の絵札に『魚が大好き。にゃあにゃあ鳴くのはだあれ？』となぞなぞ形式に。１枚取った子は応援席に回りどの子

も取れるようにしたものの人数の関係で１枚も取れない子もいました。それでも、泣いたり怒ったりせずにいましたので『えらいなあ。

大きくなったあ』と思いました。 

５歳児は、クラス対抗ということで仲間意識が持て大変盛り上がりました。 

最後に、パン食い競争のようにぶら下がる絵札目指して、保育士が突進。遙か後ろから、目指して走っても、横一列の絵札探し

は至難の業。担任が取れない様を、泣いて悔しがった４歳児。みんなでみんなで楽しんだかるた大会でした。そして、どの子にも成

長を感じた１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 

岩村保育園 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
『文化振興会岩村支部について 』     恵那市文化振興会岩村支部監事 水野滋之 
 

日頃は文化振興会岩村支部の活動に、ご理解ご協力をいただき、ありがとうございます。 

 ここ数年で、文化振興会を取り巻く環境は、他の団体と同様、色々と変化をしてきています。金銭的な面では、支部の

存続にも関わる大きな問題となっています。また、岩村で言えば、所属するサークルの数も徐々に減り、今あるサークルの

中でも参加されている方の多くがご高齢になり、徐々に人数が減ってきていることは、想像に難くないと思います。 

先日、自分の所属するサークルで岩村コミュニティセンターを使って、音楽のイベントを開催しました。このイベントは、

自分たちで企画・運営するイベントですが、金銭的な収入はチケット販売しかなく、出演者のほとんどにノルマということ

で負担をしていただき、開催をすることができました。我々のサークルは文化振興会に所属する団体のため、会場を通常よ

りも安価に使わせていただけたので、とっても助かりました。 

我々だけに限らず、多くの若い方々が色んなイベントをあちこちで開催していますが、其々が人的な部分、金銭的な部分

で色々と工夫をしながら自分たちの活動をしています。 

取り巻く環境は変わるのは、時としてどうしようもない事かもしれませんが、その中でできることはあるような気がしま

す。文化いう枠に囚われてしまうと、視野が狭くなりがちになるのは自分だけかも知れませんが、スポーツも文化、食も文

化です。自分たちの生活そのものが文化だと考えると、もっと自由度が広がるのではと考えます。文化振興会はあくまで、

そこに住む人たちが生き生きと暮らせる、受け皿の存在なのかも知れません。 

 

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。 

２月は「美味しいおやつはいかがです」で、おばあちゃんの手作りおやつを世代を超えて 

一緒に作ります。 

開催日  ２月２７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

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。 
 

 

主な2 月～3 月の岩村コミュニティセンター使用予定 

２月２０日（木）  地域ケア会議・事例検討研修会 

２月２２日（土）  スポーツ講演会 

３月 ９日（日）  恵那市少年消防隊終了式 

３月２３日（日）  松井音楽教室発表会 

総数 5,362 人 （▲12） 

 男 2,592 人 （▲1） 

女    2,770 人 （▲11） 

世帯 1,904 世帯 （±０） 
（     ）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たびた

び開催され来場者が多くなっています。このため、コミュニティセンター駐車場で長時間の無断

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合せて指示を受けてくだ

さい。              （最悪の場合にはレッカー車で撤去する場合もあります。）

岩村町の人口（平成2６年2 月1 日現在） 
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