
   

   

富田 阿弥陀堂の桜 
大雪の枝折れで開花が心配されましたがきれいに
咲きました 

３月２９日 ひなの祝宴 
恋するフォーチュンクッキー 岩村 ver 
こどもも大人もみんなで踊りました！ 
 

３月 1 日から４月３日まで 
いわむら城下町のひなまつりにご協⼒いただきあり
がとうございました 

岩村駅裏 河川公園の桜 
安藤さんの年齢を感じさせない精⼒的なお⼿⼊れで
年々⾒事に咲きます 
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ほっと・ホット・もっと 

ホットいわむらだより 

桜前線 

ひなまつり協力御礼 
◇岩村の春◇ 

恵那市指定文化財「鉄砲鍛冶加納家」本格オープン!!! 入場無料 
5 月 6 日（火）まで岩邑中学校 2 年生作製の版画を展示しています!! 



いわむら城下町のひなまつり ～君なくは なぞ身よそはむ～ 

 
2014 岩村城下町のひな祭り 

お客様、関係者の皆様、 
全ての方に深く感謝申し上げます 

 

岩村にもようやく桜の季節がやってまいりました。 

 ひなまつりも年を重ねて１２回目、テーマは昨年に引き続き「ゆか

しき里 君なくはなぞ身よそはむ」として延べ来町者数が３万人を超

え、とてもご好評をいただけた証と思っております。 

 手作りの“おもてなし”で町内の老若男女の多くの方々が参加し

て下さり、スタッフと共に粘土びな作り、餅花作りでかわいらしく飾り

付けができました。 

 上町まちなか交流館では本町一・二丁目の皆様方がボランティ

アで期間中毎日開館させ盛り上げて頂きました。 

 昨年末、和食がユネスコの無形文化遺産に登録されました。こ

の機に岩村城最後の藩主に尾張徳川家から嫁いで来られました

釣姫様の御膳の再現、展示ができ、各種関係者の方々と岩村

山荘さんのご協力で、藩主末裔である松平乗昌様、恵那市長様

をお招きした試食会を行いました。 

 また、岩村町出身でせんぽ東京輪病院栄養管理室長である

管理栄養士、足立香代子先生による、講演会と女性のための鍋

まつりも大盛況でした。足立先生はこの鍋まつりのために６種類の

オリジナルの鍋レシピを考案されご提供下さいました。厚くお礼申し

上げます。 

  
宵のひなまつりには小学生の皆さんの手

描きのひな灯籠が重要伝統的建造物群

保存地区の町並みにぴったりマッチし、大

勢の方々を堪能させてくれました。 

 それに３月下旬には日本観光振興協会

コンクールにて恵那市岩村の３枚組ポス

ター「人と自然が織りなす物語」が国土

交通大臣賞の最高賞に輝きました。これ

からは全国的にますます「いわむらの城下

町」が注目されてくることと思います。 

 多くの方々にご支援いただきました“ひな

まつり”で、行き届かぬ点、ご迷惑等をおかけしました事、深くお詫

び申し上げ、次回に向けて反省いたして参ります。 

今後も皆々様のご意見を拝聴してよりよい「いわむら城下町のひな

まつり」に取り組んで参ります。よろしくご協力下さいますようお願い

申し上げます。ありがとうございました。 

 

2014 いわむら城下町のひなまつり賑わい構想委員会 

委員長  藤井 雅子 

 

2014 いわむら城下町のひなまつりテーマ ゆかしき里 ときめかしき春 君なくは なぞ身よそはむ 
（用語解説）   ＊ ゆかしい・・・どことなく情緒があり、懐かしい   ＊ ときめかしい・・・町が賑わう 

* 君なくはなぞ身よそはむ・・・あなたがいるから美しく身を飾るのです 

⾎液サラサラ鍋などユニークな鍋の説明をする⾜⽴先⽣ 
（3/9 ⼥性のための鍋まつり） 

本通りのいたるところで⾳楽が流れていました 

（3/29 城下町音楽祭） 

ちびっこも太⿎に初挑戦（⻄町ふれあい広場） 

（3/29 城下町音楽祭） 



 
お知らせ：ホットいわむら総会開催   
日 時： 4 月 22 日（火）19:30〜  会 場: 岩村振興事務所 ２階 大会議室 

昨年度の事業報告･決算、新年度の事業計画・予算案等の承認をいただく場です。ホットいわむら会
員の方は是非ご出席ください。欠席される方は別途お送りしました委任状を送付してください。 

ホットいわむらの会員活動にご興味ある⽅のご⾒学も可能です。お気軽にどうぞ!!! 
 
 
報告：岩村の観光ポスターが最高賞の国土交通大臣賞に選定!! 
  

恵那市観光交流室が作製した「岩
村城跡」「岩村城下町」「佐藤一斎」
の 3 枚組のポスター「恵那市岩村 
人と自然が織りなす物語」が、日本
観光振興協会主催の観光ポスターコ
ンクールで、国土交通大臣賞を受賞
しました。今年は全国から 189 作品
の応募がありました。 
 同ポスターはふれあいの舘や町内
各所で⾒ることができます。 
 ９月には、東京ビッグサイトで開催
される「ツーリズム EXPO ジャパン」
で表彰式が⾏われる予定です。 

 

お知らせ：岩邑小・中 PTA 
合同資源回収のお願い 

 

◆日時 5 月 1７日（土）9 時〜 
※1 雨天で中止の時 
    音声告知放送にて、午前 7 時頃にご連絡します。 
※２中止の場合 
    翌日 5 月 1８日（日）午前 9 時より⾏います。 

 

◆集荷方法 
  児童・生徒と PTA 会員が回収しますので、集荷しや

すい場所に出しておいてください。 

 

◆集荷内容 
 
 ☆紙類（新聞紙、雑誌、ダンボール、牛乳パック 
   ○新聞と広告は、別々でも一緒でも結構です。 
   ○新聞・雑誌は、運びやすいように厚さが１５ｃｍ

〜２０ｃｍくらいで⼗字にしばってください。 
   ○針⾦しばらないでください。 
   ○⽜乳パックは洗って切り開いてください。  
    （注）酒・豆乳パックは回収できません。 
 
 ☆布類 
   ○経費削減のため、ビニール袋は配布しません。 
   ○透明か半透明の袋に入れてください。 
   ○段ボール箱に入れないでください。 
    （注） 布団・座布団・毛布カーペット・足ふき

マット・ぬいぐるみは回収できません。 

 

 
 
☆ビン類 
  ○一升ビン・ビールビンに限ります。 
  ○一升ビンは栓をつけてください。（口が割れないよ

うに） 
  ○汚れたビンは洗ってください。 
  ○ビールビンは、お手数ですがメーカーごとに分けて

集めてください。 
 
☆アルミ缶 （注）ふた付アルミ缶の回収はできません。 
  ○かさが増大しますので、各家庭でつぶしてくださる

と助かります。 
  ○アルミサッシも回収します。 

（注）ガラスは取り除いてください。 
  ○スチール缶、その他スチール製の物品は回収しませ

ん。 

  

【注意】 
①次のものは回収できません。 
  ＜油・酢のビン、スチール缶、布団、座布団、カーペ

ット、汚れのひどいもの＞ 
②「環境にやさしい」資源回収を目指して、ビニールひも

ではなく、紙ひもを使うことを奨励しています（紙ひ
もでなくても回収いたします。） 

 

  

お願い：集荷場所は、自動車が行き交い危険な場所

があります。つきましては小学生はできるだけ自動

車から降ろさないようにして安全確保に努めてく

ださい。またトラックの荷台には人を乗せない

ようご配慮ください。 



 

お知らせ：三森山ウォーキング！  

三森山からの雄⼤な展望は必⾒です!! 
 
 三森山までみんなで歩くウォーキングイベントです!!。
登るのはちょっとえらいけど、雄大な景色とおいしいみそ
汁をいただけば、疲れを忘れてしまいそう!!。標高 1,100
ｍの頂上は冷えることもあるので、防寒着をお忘れなく! 
 
  

 
  

 
  

 
 

  
 

 
 

 

 
日   時：４月20 日 (日)  
参 加 費： 無料 
集合場所： ふるさと富田会館前 ※雨天中止 
受  付： 8：30〜９:００ (出発:受付後随時) 
持 ち 物： 弁当・水筒・おわん・はし・雨具 
主  催： スポーツネットいわむら 
後  援： 岩村町体育協会･城下町ホットいわむら 
問い合せ :  0573－43－2258（三宅） 
      090-7435－8485（藤井/当日） 
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お知らせ：城山清掃ボランティア募集! 
ふるさとの宝ものを、町の⼒で美しく!！ 

  

岩村城跡の清掃作業を開催します!! 観光シーズンを迎
え、城跡を訪れるお客様が増えることが⾒込まれます。岩
村町のおもてなしの心で、城山をきれいにして、お客様を
気持ちよくお迎えましょう！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日 時：５月 18 日 (日) 8:00〜10:30 
集合場所：岩村町歴史資料館前 
作業内容：⽯垣の清掃、草刈り、刈り草の処理 
持 ち 物：草刈機（燃料は⽤意します）、鎌、脚⽴など 
          ※お茶等は各⾃でご⽤意ください。 
主 催：城下町ホットいわむら 
問い合せ：ホットいわむら事務局 電話 32-1109 

 

お知らせ：“ホットな田んぼ”田植え体験  

田んぼに入ろう！イネを植えよう！ 
 
 ホットいわむらでは⼩学⽣を対象に、⽶作りの⼤切さを
学ぶ体験会を開催しています。秋には収穫したお米をプレ
ゼント!!!。岩村の美しい田んぼで親子のふれあいの時間を
過ごしてみてはいかがでしょう!? 
 
  

 
  

 
  

 
 

  
 

 
 

 
 

日   時： ５月17 日(土) 13:30〜15:00 頃 
集合場所： ふるさと富田会館前 ※⾬天決⾏ 
持 ち 物： ぼうし・タオル・お茶・⻑靴・⾬具（カッパ）・⻑袖 
参 加 費 : 無料 (傷害保険はホットいわむらにて負担します) 
           ※当日参加も OK です!! 
主  催： 城下町ホットいわむら・未来チーム 
共  催： 教育委員会社会教育課  

（「いわっこクラブ」との合同開催です） 
お申し込み : ホットいわむら事務局 電話 32－1109 

日程 
（予定） 内容 

5月17日 
田植え 

＆ 
勉強会 

9月27日 稲刈り 

11月2日 

い わ む ら 城
下 お か げ ま
つり（五平餅
作り・お米販
売） 
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お知らせ：恵那･ ⼈･ ･ ･ ･ 交流･ ･  
「縁結びショップ」の開催！ 
  

「城下町にぎわいづくり」をコンセプトに、この度チャ
レンジ＆サテライトショップを開催いたします。 

歴史的な町並み活用と空き店舗スペースを活かそうと
取り組んでいる家主さんの古⺠家スペース提供をきっか
けに開催する運びとなりました。 

地域それぞれの特産品やオススメ商品を PR したい団
体、地域おこし協⼒隊、岩村で移住や開業を考えている⽅
などの出店を予定しています。 

 
 
 
 
 

 

 

日 時： 4 月 26 日(土)・27 日（日） 
時 間： 9:30〜16:00 
場 所： 恵那市岩村町３０９－１ 「清和堂スペース」 
     ※岩村本通り 矢野書店の向いです 
駐⾞場： 岩村振興事務所駐⾞場をご利⽤ください。 

※徒歩５分 
問い合せ：「縁結びショップ」事務局 0573-43-2377 
      中⽥（恵那市ふるさと活性化協⼒隊 OB） 

佐藤（恵那市ふるさと活性化協⼒隊） まで 

⽶作り体験年間予定 

※正午から三森神社の祭礼があります。 

P 
岩村振興事務所 

清和堂 

スペース 

会場地図 
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いわむら歴史再発⾒ vol.5 
● 水晶山の陣所跡（１）-天正３年の岩村城攻防- 

 
天正３年（1575）５月 21 ⽇、織⽥信⻑は三河国⻑篠で

武⽥勝頼と激突し⼤勝利を挙げました（⻑篠合戦）。信⻑
はこの後直ちに、嫡男信忠に岩村城攻略を命じました。 

 
 信忠にとって、この戦は初めて単独で総大将を務める本
格的な戦であり、織田の跡取りにふさわしい器量を備えて
いるかを試される場でもありました。岩村城はこの年の
11 月 21 ⽇に落城します。⾒事試験に合格した信忠は、
11 月 28 日に信⻑から織⽥家の家督と美濃・尾張２カ国、
岐阜城を譲られ、信⻑の後継者として確固たる地位を築き
ました。 
 
 岩村城の東方にそびえる水晶山は、この攻防のときに織
田軍が陣を敷いたところで、山中には各所にその遺構が残
されています。これから少しずつ水晶山を紹介していきた
いと考えています。今回はその前提として、このときの攻
防の概要を紹介します。 
 

 岩村城には、武田二十四将の一人秋⼭⻁繁が、座光
寺・大嶋などの下伊那衆と遠山岩村家中（遠山七頭）の軍
勢を率いて在城していました。また、前年（天正２年）２
⽉には、武⽥勝頼がいわゆる⼗⼋砦を攻略しており、明知
城・飯羽間城・串原城などの周辺の城も武田方の手に渡っ
ていました。 

 
『信⻑公記』には、信忠軍の動きについて「岩村の城、

秋⼭・⼤嶋・座光寺⼤将として甲斐・信濃の⼈数楯籠り候。 
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直に菅九郎（信忠）御馬を寄せられ、御取巻き候間（以下
略）」（岩村城には秋山・大嶋・座光寺を大将として甲斐・
信濃の兵が楯籠もっていた。信忠は兵を寄せて包囲した。）
と書かれているだけですが、実際には、岩村城を孤⽴させ
るため、まず十八砦の奪還に動いたと考えられます。 
 
 このときの様⼦が具体的に分かるのは、信⻑の重⾂佐久
間信盛の動向です。信盛は、『甲陽軍鑑』が十八砦の一つ
としている武節城（豊田市稲武町）を６月 28 日までに攻
略しました。続いて岩村攻めに加勢しますが、８⽉には越
前⼀向⼀揆攻めのために戦線を離脱しています。⼗⼋砦攻
略に成功し、加勢の必要がなくなったからでしょう（続く） 
 

【岩村城本丸表⾨から⾒た⽔晶⼭】 

 

補助⾦事業報告会レポート 
●恵那市地域の元気発信事業活動報告会 

恵那市が市⺠活動団体等の創意と⼯夫にあふれたまちづ
くり活動に対して⾏う「恵那市地域の元気発信事業総合助成
⾦」の交付を受けた団体が３⽉２３⽇（⽇）恵那市消防防災
センターで活動報告会を⾏いました。 

平成２５年度はソフト事業８団体、ハード事業３団体の１
１団体が助成を受けました。 

城下町ホットいわむらも「ゆかしき⾥“いわむら”づくり」
として、イベント、情報発信、住⺠参画の三本の柱を基本に
お客さんがまちに滞留する仕組みと仕掛けを作ろうとソフ
ト事業の助成を受けましたので、今年度取り組んだ事業の活
動報告を⾏いました。 

 
●観光資源ブラッシュアップミーティング 

３月１７日（月）岐阜市のふれあい福寿会館で岐阜県商工労働部観光課が主催す
る観光資源ブラッシュアップミーティングが⾏われました。 
これは岐⾩の宝もの認定プロジェクトのフォローアップとして⾏われたもので、

岐阜の宝もの、明日の宝もの、じまんの原石に認定されている岐阜県内の観光資源
の取り組み状況の発表とその成果に対する講評がされました。「岩村城跡と岩村城
下町」は平成 23 年 10 月に明日の宝ものに認定されており、取り組み状況を、ひ
なまつりを「賑わい・潤い・活⼒を⽣み出すイベント」にするための企画、明知鉄
道のネーミングライツ、おかげまつりの会場を本通りに移しての取り組み、せんし
ょ隊の結成などを発表し、講師から幅広い年齢層へリピーターとなれるはたらきか
けをしていると高評価を受けました。 



 
 

 

  
 

 

 

 

  
 

 

岩村保育園・岩邑小学校・岩邑中学校 

岩村保育園年少もも組み 

岩村保育園年少 

岩邑中学校１年 A 組 岩邑中学校１年 B 組 

岩⾢⼩学校１年１組 岩⾢⼩学校１年２組 

岩村保育園年少 岩村保育園年少 



「いわっこクラブ」で、子どもたちと一緒に遊びませんか？   

 
 
 
 
 
 
 
 
子ども教室とは・・・ 
放課後の小学校や、休日のコミュニティセンターで、 
１ さまざまな活動体験 
２ 異年齢や地域の⼤⼈との交流 
３ 安心安全な活動場所づくり 

を、ねらいとして開催しています 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
いわっこクラブは岩邑小学校体育館にて、月または水曜日（月 1 回）15:15〜16:45 の開催です。 

※年に数回、⼟曜⽇に⾏います。 
お申し込み・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 

当校がここ岩村町に移転して４年が過ぎました。去る３⽉５⽇⾼等部卒業式があり、２０⼈の
⽣徒が社会へ巣⽴っていきました。町内の事業所様へも１⼈がお世話になることになりました。
また、３月２０日には、小学部・中学部の卒業式があり、２７人の児童生徒がそれぞれの道を歩
み始めきました。 

桜の花もほころび始めた４月８日、小学部７人 中学部１８人 高等部２６人 合計５１人の児童生徒が新たに入
学しました。来賓として県議会議員様をはじめ、地域の皆様２７⼈に⾒守っていただき滞りなく⼊学式を⾏うことが
できました。 

全校児童⽣徒は１６６⼈となり、昨年より更に⼈数が増えました。年を重ね少しずつ⼤きくなっていく恵那特別⽀
援学校です。今後ともよろしくお願いします。 
 

随時 
受付中! 

地域・学校・家庭 …みんなで子どもを育てることが求められてい
ます 
少し前まで、⼦どもたちは、近所の同年齢や異年齢の友達と⽇が暮
れるまで遊び、それを⾒守る⼤⼈から誉められたり、しかられたり
しながら社会性を培ってきました。しかし、少子化や核家族化が進
み、地域の中で⼦ども同⼠や⼤⼈と交流する機会が少なくなりまし
た。こうした影響による子どもの社会性の未成熟は、個人や家庭だ
けで解決できる問題ではなく、市・地域を上げての取り組みが求め
られます。（恵那市放課後子どもプラン基本指針より） 

ボランティアの内容 
● 準備、片付け 
● 受付 
● 活動の⾒守り、声かけ 
● 一緒に遊ぶこと 
※資格は必要ありません。子どもと遊びたい方、 

地域で活動したい方なら誰でも OK！ 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

岩村コミュニティセンター駐⾞場を「バス旅⾏」や「待合わせ」等で⻑時間駐⾞利⽤される場合 

駐 ⾞ 場 利 ⽤ に つ い て の 重 要 告 知 ！ ！ 
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⻑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。） 

 

 

 

 

 

 

 

総数 5,317 人 （▲43） 

男 2,573 人 （▲20） 

⼥   2,744人 （▲23） 

世帯 1,892 世帯 （▲11） 
（     ）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 

 
『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新主事就任挨拶 
     岩村コミュニティセンター主事 竹口弘美 
 
  平成２６年度より岩村コミュニティセンター公⺠館
主事に就任しました竹口弘美と申します。 
 
 館⻑や⽂化振興会岩村⽀部会員の皆様の下に地域の皆
様⽅のご⽀援ご協⼒を賜りながら、少しでも早く皆様の
お役に⽴てるよう努⼒してまいります。 
 
 岩村地域の皆様が⽣き甲斐を感じることの出来る公⺠
館活動を進めて⾏きたいと考えていますので、よろしく
お願いいたします。 
 普段は岩村コミュニティセンター一階事務室におりま
すので、いつでも気軽にお声をかけてください。 

 

岩村コミュニティセンター 
使⽤料の変更についてお知らせ 

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。  
⼤ホール使⽤料（１時間当たり）８００円 →８２０円 
 
 
4 ⽉〜5 月の岩村コミュニティセンター 

主な使用予定 
４月１９日（土） 市⺠講座受付開始 
４月１９日（土） 一斎塾・顕彰会合同会議 
４月２３日（水）  うたごえ喫茶 
４⽉２４⽇（⾦） 恵那文化振興会岩村支部運営委員会 
４月２６日（日）  国際交流事業（中学⽣海外派遣研修） 
４月２７日（日） 耕グループ研修会 
5 月1日（木）〜6日（火） 公⺠館特別休館 
 

岩村町の人口（平成26 年4 月1日現在） 

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？ 
若いお⺟さんの学びの場です。 
4 ⽉は「開級式」です。新年度を迎え乳幼児学級の意義や1 年間

の流れを説明します。あわせて「ふれあいタイム」で仲間づくりを
します。 

【開催日】4月24 日（木）午前10 時 
【場 所】岩村コミュニティセンター 

5 月 ”春のロビーコンサート” 
5 月11 日（日）、⺟の⽇にあわせ、「⺟の⽇ロ
ビーコンサート」を岩村コミュニティセンタ
ーロビーにて開催します。 
出演は「ロックビレッジアンサンブル＆歌音」 
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平成 25 年度岩村町の人口推移 


