
   

   

 

 

 
 
 
       
 
 
 
 

 

 
 

 

 

        
 

 

  

  
 
2014 いわむら城下町のひなまつりは、3月 1日(土)に開幕しました。 
4 月 3 日まで 1ヶ月間にわたり開催されます。 
 3 月 29 日（土）には、ひなの祝宴としてひなまつり音楽祭・宵のひなまつりが開催されます。宵のひなまつ
りステージには「あいち戦国姫隊」が出演。ひなまつり音楽祭には、はるばる東京や大阪からも出演の申し込
みがあり、城下町を舞台に本格派な音楽を楽しむことができます。 
 

広報いわむら 
 

＊３／２９ひなまつり音楽祭 

＊３／２９宵のひなまつり 

＊ひなまつり PHOTO ギャラリー 

＊岩村歴史再発見 VOL.4 

発行/城下町ホットいわむら 

〒509-7403 恵那市岩村町 209 番地 4 

http://www.hot-iwamra.com 
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ホットいわむらだより 

3/29 宵のひなまつりに登場 
18:30 頃 西町ひなまつり特設ステージ 
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いわむら城下町のひなまつり開幕  2014.3.1～２０１４．４．３ 
 

 

賑わう町並み 3 月２日には多彩なイベントが開催され、過去最高の１４，０００人が来場しました 

本通りの中央に手作り品のクラフト店が４０店並んだ 

本通りの街灯に飾られた”霧ヶ城下のかぐやびな” 

岩村藩主の末裔 松平乗昌氏（オープニングステージ） 

着物を羽織っておひな様気分の体験（期間中毎日曜日開催）



いわむら城下町のひなまつり ２０１４．３．１～２０１４．４．３ 

 

江戸時代から藩主邸に伝わるおひな様（歴史資料館） 

こんなところにもおひなさま（本町四丁目） 

装飾が見事な御殿びなが並ぶ（勝川家） 

段飾りや吊るしびななど多彩なおひなさまが並ぶ(福祉センタ

メインステージ横に設置された「ひなボールちゃん」（西町枡形） 

 
“霧ヶ城下のかぐやびな“もステージ横に飾られている(西町枡形） 

段飾りがずらりと並ぶ（上町まちなか交流館） 

 
飯羽間のひなまつりとして開催された「電車道のひなまつり」 



いわむら城下町のひなまつり ２０１４．３．１～２０１４．４．３ 

 

 

着物を着る人を増やしたいと結成された「岩村ふるさと小町」 

日本甲冑武者隊が城下町を練り歩いた 

恵那・岩村まちなか市も多くのお客様で大盛況 

 

 

着物を着て来場されるお客様が大変多くみられました 

多くの子どもたちが楽しんだ新企画のひな輪投げ  

クラフト体験コーナーは子どもたちに大人気 
 

 

3 月 29 日（土）17:30～19:30 
 

 

宵のひなまつり 
 

○あいち戦国姫隊ステージ 

 ○おひなさまのライトアップ 

 ○本通りを彩るひなとうろう 

 ○木村邸・土佐屋開館 

ぜひ、ご来場ください 



⑤清和堂スペース

ひなの祝宴ひなの祝宴

城下町音楽祭城下町音楽祭

①庚申堂前ステージ ②勝川家 ③木村邸

14:50~15:30 from 名古屋

Yeh☆｀ie （イェーィエ）

ハワイの日常。隣にあるウクレレ。
ウクレレの魅力を多くの人に伝え
たい。東海地区を中心に活動中!!

⑥町並みふれあいの舘（恵那市観光協会岩村支部）

バイオリン演奏と絵本の読み語り
恵那の楽器ふれあいサロンもやってます！

④西町ふれあい広場

３月２９日(土) 午後１時~４時３〇分 観覧無料３月２９日(土) 午後１時~４時３〇分 観覧無料

15:40~16:20  from 東京

しまりお
沖縄出身シンガーを中心に、異国
情緒溢れるサウンドと、こぶしの効
いたメロディをお届けします!!

14：20~15：00 from 中津川

ソラマトラマ
Ｊ－ＰＯＰカヴァーを中心に、アコー
スティックの美しいハーモニーで、
ふるさとへの思いを込めて歌います

●うたごえ広場
①13：00~13：30 随時、演奏や歌の伴奏などをいたします。歌集も用
意してあります（演奏・伴奏 田口修） ② 14：30～15：00 （下田歌

子作詞の巖邑小学校校歌、岩村高等実科女学校校歌、大成国民学
校校歌など。長尾和恵さん等によるピアノ演奏等。）③ 16：00~16：30

●ピアノ・チェロ＆フルート アンサンブル
①13：40～14：10 （演奏 長尾和恵 ほか） ②15：10～15：40

楽器体験コーナー（仮）

13:00~13:40 from 東京

夜弓神楽狐之灯矢
平安 末期の野狐が、神々の命を受

け公家に扮して平成の世に舞い降
り,クールジャパンを発信します!!

15：05~15：45 from 中津川

OBA-STA
20代～40代のアコースティック編成。

岩村城下に合った春らしい曲を中
心に、一緒に歌いましょう!!

14:00~14：40 from 大阪

大野勇太
スペシャルオリンピック日本・宮崎
はじめ、多くのイメージソングを手
がける、やすらぎ系シンガー！

13：20~14：00 from 恵那

Appendix
2013年、もう一度楽しい事をした
い!!と始まりました。 バンド名の意

味は「おまけ」。

13：00~13：10 from 岩村町

Mr.現代
中１と小6の仲良しバンド！練習

時間がなかなかとれなかったけど、
僕たちの音楽を聴いて下さい！

14：10~14：50 from 岩村町

Mountain Mountain’s
岩村町在住、楽しい音楽をもっと
うに全力で演奏、気ままに活動
中!! 目指せフジロック!!!!

15:50~16：30 from 中津川

FJO
結成9年目、アニメソングからジャズ

までビッグバンドならではの迫力の
演奏をお楽しみください!!

15：00~15：40 from 岩村町

BiBidly
Rocki'n Dub “Bon Dance”
We are the party bands of a 
sensational show time!

13：10~13：50 from 名古屋

正調名古屋甚句保存会
昔から名古屋甚句は一般大衆に
親しまれ盛んに唄われました。当
日は日本髪と和服で演奏します。

15:50~16：30 from 恵那

時間
ポップス、フォーク、エレクトロニカ、
ポストロック、ジャズ、カントリー等
影響を受けた無理のないポップス

13:40~14:20 from 中津川

音羽雪之丞
和激音舞芸者「音羽雪之丞」苗木よ
り見参！和風アップテンポのオリジ
ナルで皆様と共に盛り上がります！

至恵那市街

いわむらちんどん

ちんどんと一緒に歩いて

“恋するフォーチュン

クッキー”を踊ろう!!

マークの出演者は動画サイト「YouTube」で検索すると動画がご覧になれます。出演者・会場・時間・内容等予告なく変更となる場合がございます。

お問い合わせ：いわむら城下町のひなまつり 音楽祭担当：佐藤 0573-43-2111（岩村振興事務所内）

岩村町の旧家等を舞台に、全国各地から町並みを音で彩るアーティストが大集合!!
自由に太鼓を叩いたり、読み聞かせ、一緒に歌える参加型プログラムも各種開催!!!
どなたでもお楽しみいただける、新しい音楽祭、はじまります!!!

岩村町本通り（13：00～通行止め）

①

② ③

④

⑤

⑥

岩村振興
事務所

岩村コミュニティ
センター

至上矢作

会場概図

岩
村
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いわむら歴史再発見 vol.4  

●大給分家一族が再整備した松平家乗墓所
乗政寺山大名墓地の中腹に、岩村藩初代松平家乗の墓所

があります。２段の石垣によって築かれた方形の基壇の中

央に「松平前泉州家乗公之墓」と刻まれた櫛形石塔が建て

られ、前面には石灯籠一対と手水鉢が置かれています。 

家乗は、慶長 19 年（1614）に死去しここに葬られました。

しかし、墓所が今の形になったのは、それから 100 年後の

ことです。 

はじめは基壇の上にお堂が建てられその中に位牌が安置

されていました。これを御霊屋といいます。寛永15年（1638）

に２代乗寿は浜松へ転封となり、代わって丹羽氏が入りま

す。御霊屋はそのまま残され、乗寿の命によって乗政寺山

の一隅に結ばれた庵（後の隆崇院）が守りましたが、歳月

とともに老朽化が進みました。 

それから 60 年後の元禄 15 年（1702）、丹羽氏に代わって

家乗の曽孫乗紀が岩村藩主となりました。入封した乗紀は、

老朽化した御霊屋を取り払い、基壇はそのままにして改め

て石塔を建てました。宝永元年（1706）のことです。そし

て家乗の百回忌となる正徳３年（1713）に同じ大給一族の

陸奥桑折藩主松平忠尚が燈籠を、旗本松平乗宗が手水鉢を

寄進して現在の形が整えられたのです。盛大に法要が営ま

れたことでしょう。 

興味深いのは、この再整備に本家である松平乗邑（当時

は伊勢亀山藩主）が関わっていないことです。乗邑は、28

年後の寛保元年には岩村の乗賢とともに石室千体仏を再営

していますから、父祖の顕彰に無関心であったとは思われ

 

ません。藩祖家乗の供養をめぐる大給一族内の駆け引きが

あったのかもしれませんね。 

 

※乗政寺山の名前の由来 

 山麓の桜稲荷から特別支援学校体育館にかけて、藩の菩

提寺「松石山乗政寺」があったことによります。乗紀の父

石川乗政が信州小諸藩主となったときに建立し、自分の名

を寺号としたもので、乗紀の転封とともに小諸からこの地

へ移転してきました。 

 

 

（恵那市教育委員会文化課 三宅唯美） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

冬の体力づくりをかねて、児童会体育委員会主催で『大縄跳び

大会』を行いました。学級を２つのグループに分けて、「８の字」を描

くように一人一人順番に跳びました。２チーム合計して、３分間で何

人跳べるか、それぞれの学級で練習を重ねて挑戦しました。 

 みんなで息を合わせ声をかけ合って、１年生でも 400 回を越え、６

年生では 700 回近い回数を跳ぶことができました。みんなでがん

ばる姿がステキでした。 

 本年度たくさんの方々にお世話になりました。 

 ２月の授業参観日には、６年生では営農組合の方々にご協力いた

だいて収穫した豆から豆腐やおからホットケーキをつくりました。ＪＡ

食農リーダーの方々に教えていただいて体験ができました。また、５

年生では「スポーツネットいわむら」の方々に教えていただいて『キ

ンボール』を親子行事で楽しむことができました。 

 岩邑小学校の子どもたちは、元気いっぱいに学校生活をおくって

います。 

 たくさんの方々に支えていただき本当にありがとうございました。 

 



「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。 
 
 いわっこクラブの今年度の

様子をまとめてご紹介します。放

課後も、休日のお米作り体験も、

楽しく活動できました。地域の皆

さん、ありがとうございました。     

 

先日、たくさんのお手玉をいた

だきました。NPO 法人いわむら一

斎塾の後藤歌子さんが作られた

もので、１つ１つ丁寧に縫われて

います。 

子ども教室では、子どもたちが

遊びを通じて様々な体験をしま

す。その中で、お手玉も大切に使

わせていただきます。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）   

こんにちは！恵那特別支援学校です 

平成２５年度 岐阜県立恵那特別支援学校高等部卒業証書授与式 
３月５日、高等部の卒業証書授与式は、別れを悲しむように雨が降る日と 

なりましたが、２８人のご来賓の皆様にご臨席いただき、厳粛に式を執り行 

うことができました。誠にありがとうございました。 

２０人の卒業生は、堂々とした態度で卒業証書を受け取り、立派に答辞を 

述べていました。涙を浮かべながらも、きっと心は晴れやかだったことでし 

ょう。新しい世界での活躍を願っています。       
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頭、打った･･

友達といっぱい刈りました。楽しかった！

とれたお米で調理をしたよ

かわいいストラップ作ったよ

自然体験もしたね 

いろいろな分野で活躍しました 
★「第７回アートグランプリ in SAKAI（全国中学校美術部作品展）」佳作……中学部３年生 

・全国４４３校から４４７０点の作品応募があり、その中から優秀な作品として選ばれました。 

★「アビリンピック（喫茶サービス部門）」３位……高等部１年生 

・「アビリンピック」とは、職業能力の向上を図るとともに、障がい者に対する社会の理解と 

認識を高め、雇用促進と地位向上を図ることを目的に行われている、技能競技大会です。 

「喫茶サービス部門」とは喫茶店での店員のサービスの質を競い合います。 

＜進路状況＞ 

・進学・・・４年生大学、職業訓練校 
・就職・・・企業への就職、福祉事業所利用  など 

おじさん、 

大丈夫かな？



 
 
 
 

 

 

  
文化振興会岩村支部について 
 

岩村コミュニティセンターでみんな生き生き！ 

 ～文化振興会岩村支部 サークル活動～ 

 

     岩村コミュニティセンター主事 稲垣香代子 

 

 岩村コミュニティセンターで行われているサークル活動をご

存知でしょうか？ 

様々なサークル活動が文化振興会岩村支部主催で行われ

ており、多くの方がサークル活動を通して人とふれあい、仲間

ができ、たくさんの輪が広がっています。 

 いつの時代も人は人との関わりの中で生きています。私が小

学生の頃は、ガキ大将がいた時代でした。ガキ大将に統率さ

れ、空き地や田んぼの中に集まり、メンコ・クギ打ち・ビー玉・お

はじき・お手玉・あやとり等、年長の子を見て遊びを真似るこ

とから始め、みんなで遊びを工夫しました。その集団遊びの中

で、自分のいたらない部分に気づいたり、相手を思いやる心、い

たわる心、我慢する心が知らず知らずのうちに身に付いていま

した。そして、日が暮れるのも忘れて、暗くなるまで、とにかく

一生懸命、遊びに熱中しました。 

 

大人になり、集団遊びや外遊び

が無くなった今、かつてのように

時間を忘れて仲間と語り合える

場を、文化振興会岩村支部のサ

ークル活動で提供できたらと思

っています。仲間と共に目標に

向かって励み、喜びを分かち合

い、生き生きと活動できる場で

は、例えば、良い作品が出来上

がったときは自己満足で終わる 

ことなく、仲間と喜びあい、褒めあうことで「できた」という達成感

をより高く感じられるはずです。昔の遊びを知っている大人達

が、自宅から一歩出て、文化振興会岩村支部という名のガキ大

将の下に集まれば、多くの遊び（サークル）が活発になり、工夫を

凝らし競い合い、どんどん新しい輪が生まれて行きます。 

 文化振興会岩村支部に入会してサークル活動を始めてみませ

んか？みんなが笑顔で集えば、今日の自分よりも明日の自分は

もっと輝けるはず。一人一人の輝きが元気の源になり、周りの人

を元気にし、さらには岩村町全体を元気にします。明日の元気を

作り出すために、どうぞ岩村コミュニティセンターへお出掛け下

さい。 

恵那市文化振興会岩村支部 

会費の変更についてお知らせ 
 

恵那市文化振興会が昨年、公益法人となっ

たため、支部への補助金がなくなりました。 

このため、当支部の活動存続のため支部会費を１人当たり

1,000 円／年(本会負担金 300 円を含む)とさせて頂き、支部

の活動を継続する事となりました。会員の方々についてはご迷

惑をおかけしますが事情をご理解の上ご協力頂きますようよ

ろしくお願いします。 
 

 

3月～4月の 

岩村コミュニティセンター 

主な使用予定 
 

3 月２３日（日）松井音楽教室発表会 

3 月２５日（火）大ホール清掃作業 

3 月２９日（土）恵那市市民協会理事会 

4 月 １日（火）東濃地区教員辞令交付式 

4 月１２日（土）  孔子祭（講演会） 

 
 

 

重
要
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岩村コミュニティセンター使用料の変更について 
 

消費税の5％から8％への変更に伴い岩村コミュニティセンターの使用料が４月１日から次のとおり変更となります。

例）大ホール使用料（１時間当たり）８００円 → ８２０円 
 

 

岩村コミュニティセンターの駐車場利用について 
 

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。） 
 

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。３月は「お別れ会」です。

閉級式(修了証授与)や岩村署のおまわりさんのお話がありま

す。パトカーで来ていただきます。パトカーが見えるよ!! 

【開催日】  ３月２７日（木）午前１０時  

【場 所】  岩村コミュニティセンター 
 

 

 

岩村町の人口（平成２６年３月１日現在） 
総数 ５，３６０人 （▲２） 

男 ２，５９３人 （＋1） 

女    ２，７６７人 （▲３） 

世帯 １，９０３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 

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION 

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION 




