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ほっと・ホット・もっと 

ホットいわむらだより 

2014.04.20 

三森山ウォーキング 

新緑のまぶしい季節を迎えた三森⼭で、毎年恒例の「三森⼭ウォーキング」がスポーツネットいわ
むらの主催で開催されました。お天気が心配されましたが、たくさんの方が参加し、春の山歩きを楽
しまれました。山腹の三森神社では、美味しいおみそ汁も振舞われ、少し肌寒い天気だったこともあ
り、参加者には⼤変喜ばれていました。午後には祭礼が執り⾏われ、いつもは静かな⼭中がにぎやか
に華やいだ一日となりました。 

5 ⽉〜6 月には、イワカガミの群生が花を開き、町外からの登山客も多く足を運ばれます。岩村町
の宝ものの⼀つとして、これからも⼤切にしていきたいですね。 



平成 26 年度 城下町ホットいわむら 定期総会 

 
4 月 22 ⽇、ホットいわむらの定期総会が執り⾏われ、ホットい

わむら会員によって、昨年度事業報告、今年度事業計画・予算案
についての議案が承認されました。 
 また、総会の後には、昨年度のホットいわむらの活動を編集し
収めたビデオを流し、1 年間の成果を振り返ると同時に、また今年
度も精⼒的な活動を続け、岩村町のまちづくりを推し進めていく
気持ちを出席した会員一同新たにいたしました。 
今年度もホットいわむらの活動にご注⽬いただき、ご理解とご協
⼒を賜りますようお願い申し上げます。 

 
          城下町ホットいわむら事業規模                    単位：円 

科  目 予 算 額 
（H.26 年度） 

決 算 額 
（H.25 年度） 

1 事務費  1,050,000 779,368 
   1  事務費 1,020,000 779,368 
  2 会議費 30,000 0 
2 一般事業費  3,863,000 3,276,937 
  1 健康福祉 757,000 585,527 
  2 生活環境 10,000 0 
  3 都市交流 1,610,000 1,296,415 
  4 産業振興 756,000 583,958 
  ５ 教育文化  70,000 16,617 
  ６ 住⺠参画 660,000 794,420 
３ 特別事業費  7,799,000 11,302,892 
  恵那・岩村まちなか市 400,000 464,353 
  活性化協⼒隊員活動費 3,000,000 3,000,000 
  元気発信事業 4,399,200 7,774,075 
  田舎体験事業 

(空き家⾒学プロジェクト） 0 64,464 

４ 予備費  5,072,800 0 

合計    17,785,000 15,359,197 
 

平成 26 年度役員 
職名 氏名 
会⻑ 瀬 ⼾ 利 之 

副会⻑ 加 藤 重 徳 
副会⻑ 佐々木 繁 典 
副会⻑ 鈴 木 繁 生 
会計 加 藤 勝 也 

委員⻑ 小 栗 廣 泰 
委員⻑ 浅 野 信 之 
委員⻑ 加 藤 哲 也 
監事 深 萱 澄 雄 
監事 三 輪 哲 司 

【執⾏部】 
 （未来チーム） 松井善⾏ 矢頭和夫 山本さちよ 宮地喜義 
 （みんなでやろまいかチーム）藤井孝司 田中孝 秋山豪 
 （笑顔発信チーム）松浦史和 山村善保 水川慎二 
 （事務局）川原広子 （ふるさと活性化協⼒隊員）佐藤暁彦 

 
【平成 26 年度 事業計画】（抜粋）  
  
１．健やかで若さあふれる元気なまち：健康福祉  
 ・次世代へ郷土の味の伝承や、食への関心を高めるた

めの「ほお葉寿司」「⽶作り」体験を開催します。  
 ・支援学校への支援や命のふれあい体験を通して子ど

もたちを育む環境づくりに取り組みます。  
 ・地域ぐるみでの高齢者福祉・児童福祉を推進するた

めの方策を検討します。  
  
2．豊かな自然と調和した安全な町:生活環境    
 ・各⾃治体から選出された⾃主防災隊⻑を中⼼に、地

域防災⼒の向上に努めます。  
 ・防災訓練の⽅法を⾒直し、想定を予想した防災訓練

の実施を目指します。  
   
３．快適に暮らせる便利で美しいまち：都市交流   
 ・町⺠⼿作りの「いわむら城下町のひなまつり」を開

催し、⼟産開発等を⾏います。  
 ・観光おもてなし隊「せんしょ隊」「岩村ふるさと小

町」の活動を支援します。  
 ・ゆかりの郷・ふるさと協定市町との交流、観光地い

わむらの魅⼒を⾼める中学⽣によるガイドツールの
作成等を実施します。 

・昨年度策定した「観光地域計画」の周知に努めます。  
  
４．活⼒と創造性あふれる魅⼒あるまち：産業振興  
 ・町内の特産物等を PR する場として交流⼈⼝拡⼤

を図る「いわむら城下のおかげまつり」を本通りを
会場に開催します。  

 ・町内の空き家を把握し、空き家解消に向けた事業を
展開します。  

  
５．思いやりと文化を育む人づくりのまち：教育文化  
 ・岩村城跡、三好学記念植樹地区の草刈り作業を⾏い、

清掃・保存活動に取り組み、「岩村夏の陣」で城跡に
ついての意⾒収集を⾏います。  

・歴史掘り起こし読本の販売を進め、ホットいわむら
の自主財源獲得に努めます。  

  
６．健全で⼼の通った協働のまち：住⺠参画     
 ・ホットいわむらだよりを毎⽉発⾏し、まちづくり活

動の周知に努める他、 ホームページを活用し、地域
の情報発信を⾏います。  

 ・岩村庁舎利活⽤問題についての意識調査アンケー
トを⾏います。  

 ・ホットいわむらの法⼈化の調査検討を⾏います。  
 ・本通りの⻘い「暖簾」の架け替えを機に、岩村町全

体で掲げていけるよう、製作・販売をします。  
  
・上町まちなか交流館の活⽤            
 ホットいわむらが指定管理を受けるまちなか交流館
を、地域住⺠の相互交流をはかり、活⼒に満ちた地域
社会を実現するための場として利⽤促進に取り組みま
す。 

【お知らせ】 地域協議会より町内回覧でお届けしました「岩村振興事務所庁舎利活⽤アンケート」は投
函いただけましたか？締め切りは 5 月 17 日までですが、まだお手元にある方は、至急投函してください。
ご協⼒お願いいたします。 



 
お知らせ：河川⼀⻫清掃  
   きれいな川は町の誇りです!!  
  

毎年 6 月最初の日曜日は「河川清掃」です。  
  雨天による中止の場合は、午前 7 時に告知放送でご案 
内いたします。  
  今年もみなさまのご協⼒をお願いいたします。 
 
日    時： 6 月 １ 日（日） ９：００〜１１：００ 
収集場所： 地区の環境委員さんに別途お知らせします。 
問合せ先： 岩村振興事務所振興課  
           電話 0573-43-2111（内線２１１） 

 
お知らせ：岩村町自主防災隊新設!!  

平成２６年度第１回の会議にて、岩村町⾃主防災隊が新
設されました。この組織は、各⾃治会⾃主防災隊⻑、防災
アカデミー受講者、消防団、ホットいわむら、⺠⽣委員・
児童委員、⽀部社協、⽇⾚奉仕団などがもっている知識と
経験をもとに、地震その他の災害による被害の防止及び軽
減を図ることを目的として作られました。 

地震発生時の情報収集、安否確認や救出・避難活動など
について岩村町としての取組を⾏っていきますので、みな
さんのご協⼒をお願いします。 
 
 

 
いわむらグランドデザインの一部をご紹介します！ 

 
いわむらグランドデザイン 
観光まちづくり指針策定事業完了のご報告 
 
 平成24年度から2年をかけ検討会議等を重ねてきまし
た、岩村町の観光まちづくり指針「グランドデザイン」の
策定事業が昨年度末完了しました。 

グランドデザインでは、これまでなかった観光に特化し
たソフト的な施策を⽴案し、中・⻑期的な未来予想図を描
き、その施策を検討してまいりました。 

昨月 4 月には策定事業の中心となった城下町ホットい
わむらが、恵那市⻑に策定終了の報告とともに、地域協議
会からの建議として計画書を渡しました。 

また今後はこのグランドデザインの進捗を管理してい
く「いわむら観光まちづくり推進会議」を設置し、計画実
現の推進を図ります。 

また報告書は、後日町内回覧で岩村町の自治会加入の各
世帯に配布し、住⺠の皆様と岩村町の観光活性化について
目標を共有していく予定です。 
 

 
グランドデザインの基本方針  
■人を高める （岩村を知り、岩村を伝える） 
■まちを高める（風格のある町の創出） 
■モノを高める（食、物産、情報の集約・発信地） 
⇒本物の観光地を目指し、年間 100 万人の観
光客数を目指します!!（2033 年〈策定後 20 年〉⽬標） 
 
施策方針 主要事業計画 
1.新たな観光
資源の発掘 

・藩主邸の復元 
・飯⽻間の新たな魅⼒の発掘、他 

2. 既 存 観 光
地・施設等の
再生 

・城跡からの眺望環境の整備 
・武家屋敷地区の整備 
・伝建地区保存会との連携、他 

3.観光 PR と
交流イベント
の充実 

・本通りに放送設備を整備 
・富田ウオーキングコースの活用 
・大河ドラマ化運動、他 

4.観光交流産
業の活性化 

・⺠泊の仕組みづくり 
・６次産業化の推進、他 

5. 住 ⺠ ・ 企
業・⾏政によ
る観光推進体
制の構築 

・観光案内のスキルアップ 
・若年者のイベントへの参加 
・せんしょ隊の育成、他 

6.観光交流を
支える環境づ
くり 

・観光団体用トイレの増設 
・外国人観光客の受入環境整備 
・観光案内動画の整備、他  

夢  

それは、岩村の… 



いわむら歴史再発⾒ vol.5  

●⽔晶⼭の陣所跡（２）―天正３年の岩村
城攻防（続）―前回からの続き） 

信忠軍は、７⽉ごろまでに⼗⼋砦を落城させ、岩村城を
孤⽴させることに成功したと考えられます。 
 この時代の武将には、負けると分かっていても最後まで
城に籠もって討死するという発想はありません。むしろ⼤
名のほうに城を救援する義務があり、それがかなわなけれ
ば、退去して本国に引き揚げたり、敵⽅に降伏したりする
のは当然のことと考えられていました。 
 武⽥勝頼もそのことはよく分かっていますが、⻑篠の敗
戦の直後ですぐに援軍（これを「後詰」といいます）を送
ることはできません。そこで、７月 19 ⽇付で宿⽼の武⽥
信豊、小山田信茂が連名で書状を送り、「同盟を結んでい
る北条⽒に応援を要請している。これが整い次第後詰をす
るので、城を堅固にして頑張ってほしい」と述べて、岩村
城に籠もる秋⼭⻁繁以下を⿎舞しています。 
 興味深いのはその宛先で、「秋伯（秋⼭⻁繁）」「春近衆」
「岩村衆」「高□□（判読できないが高遠衆でしょう）」の
４名連記になっています。このうち春近は伊那市にある地
名で、春近衆は伊那市周辺の武将たちと考えられます。 
 高遠衆も同じ伊那市の高遠周辺の武将たちでしょう。岩
村城に籠もる武⽥軍は、秋⼭⻁繁の直属の軍勢だけでな
く、与⼒する⼆つの軍勢、元からの遠⼭岩村⽒の家⾂たち
（岩村衆）の合わせて四つからなっていたことが分かりま
す。 
高遠衆も同じ伊那市の高遠周辺の武将たちでしょう。岩村
城に籠もる武⽥軍は、秋⼭⻁繁の直属の軍勢だけでなく、 

与⼒する⼆つの軍勢、元からの遠⼭岩村⽒の家⾂たち（岩
村衆）の合わせて四つからなっていたことが分かります。 
 この書状で約束された援軍は結局実現しませんでし
た。遠江で攻勢を仕掛ける徳川家康への対応に追われ、
岩村城まで手が回らなかったのです。現在残っている書
状はこの１点のみですが、おそらくは頻繁に使者が送ら
れ、城兵を武⽥⽅につなぎ⽌める努⼒がされたと推察さ
れます。 
 事態は 11 ⽉に⼤きく動きます。天正３年 11 月 1日（旧
暦）は現代の暦に換算すると 12 月 12 日になります。こ
のころは今より寒冷で雪も多かったと思われます。⼀度
⼤雪が降れば信濃との国境が通れなくなって援軍を送る
ことは不可能となり、勝頼は城を⾒捨てたことになって
しまうからです。（さらに続く） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

武並神社から⾒た水晶山と城山 
（恵那市職員 三宅唯美） 

 
 

 

 

 

 

 
 
誇りある岩邑中学校を生徒会活動でつくる 

 岩邑中学校では、卒業していく生徒が後輩に向けて引き継いでほしい活動を「引
継ぎ書」という形で残しています。昨年度の卒業⽣は、６つの項⽬で、引継ぎを
⾏いました。 
 今年は、⽣徒会がその「引継ぎ書」に書かれた内容を更に磨き、新しい活動を
⼯夫することで、新たな伝統を創ろうと頑張っています。今年度は、その「引継
ぎ書」の内容が生徒によりイメージしやすいように、左のようなイメージイラス
トを作成しました。生徒達が生徒会活動を通して創りあげるものを岩村城に⾒⽴
て、⼟台となる⽯垣の⽣活、三本柱として⼤切にしている「合唱」・「あいさつ」・
「掃除」、その上で学校生活のメインである「学習」。こうした取り組みを担う委
員会活動、このイメージをもって今
年度⽣徒会活動がスタートしてい
ます。岩邑中学校は、地域から様々
なご協⼒をいただくと共に、⽣徒達
は、岩村の自然や歴史の恩恵を受け
て生活しています。 

今後もふるさと教育を一つの柱
として生徒を育んでいきたいと思
います。更なるご協⼒をよろしくお
願いいたします。 

今月は 

岩邑中学校 



「いわっこクラブ」で、子どもたちと一緒に遊びませんか？   

「いわっこクラブ」が始まりました！  
 

８年⽬になった「いわっこクラブ」。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。 

今年も、元気いっぱいの⼦どもたちを迎えてスタートすることができました。今後は、下記の
⽇程で⾏います。地域の皆さん、いつでも遊びに来てくださいね。 
年間計画 

 日にち 内容 場所  日にち 内容 場所 
2 5/17（土） お米作り体験① 田植え 富田の田んぼ 8 10/20（月） つくってあそぼ ランチルーム 
3 6/ 2（月） ヘンゼルとグレーテル 家庭科室 9 11/ 2（日） お米作り体験③ おかげ祭り会場 
4 6/28（土） まちなか探検 岩村町内 10 11/ 17（月） お米作り体験④ 家庭科室 
5 7/ 7（月） プラネタリウム 体育館 11 12/15（月） 昔遊び 体育館 
6 9/ 8（月） ネイチャーゲーム 体育館 12 1/19（月） ぷち運動会 体育館 
7 9/27（土） お米作り体験② 稲刈り 富田の田んぼ     
 

こんにちは！恵那特別支援学校です 

当校の学校⾏事等の学校暦（年間予定）が、以下のようになりました。ここに紹介してありま
す⾏事は、岩村町の皆さんをはじめ、地域の⽅々の⾒学や参観ができるものもあります。ぜひお
越しください。 

 
期   日 ⾏事・内容 ⾒学・参観の是⾮ 

６月 ７日（土） 小学部・中学部 運動会 （⾬天決⾏：体育館） ○ 

７月 ２日（水） 
   ３日（木） 
   ４⽇（⾦） 

 
第１回ロックビレッジバザール 

（ワークスペース 予定） 

 
○ 

 ７月２６日（土） 
 

夏まつり（ピロティー） 
（高等部生徒は城山清掃に参加します） 

○ 

 ９月１３日（土） 
 

高等部 体育祭  （予備日１４日） 
（グラウンド・体育館） 

○ 

１１月 ７⽇（⾦） 
８日（土） 

 

知新祭１日目   
知新祭２日目  第２回ロックビレッジバザール  

（体育館・ピロティー 予定） 

 
○ 

平成２７年 
２月 ５日（木） 

６⽇（⾦） 
７日（土） 

 
 
第３回ロックビレッジバザール 

（校外を予定） 

 
○ 

３月 ５日（木） 高等部 卒業証書授与式 △（来賓のご案内をさせていただきます） 
３⽉２０⽇（⾦） 小学部・中学部 卒業証書授与式 △（来賓のご案内をさせていただきます） 

 
＊⼤きな学校⾏事は、その都度広報してまいります。 ＊都合により期⽇や場所の変更することがあります。 

いわっこクラブ１回目は、放課後の小学校で
大道芸を楽しみました。 

まずは、風船で剣を作りました。風船をねじ
って作っていくのですが、子どもたちは風船が
割れないかハラハラドキドキしながら作って
いました。風船が割れずに剣が完成したときは
大喜び！ 

その他にも輪投げ、ジャグリング、⽫回し等
をして遊びました。また、皿回しでは実際に子
どもたちが⽫を回し、⼀度に 6 枚も皿を回した
子もいました。 

最後に大道芸人ブンブクさんの本格的なジ
ャグリングをみて子どもたちはびっくりして
いました。普段なかなか体験することのできな
い貴重な体験ができましたね！ 
 

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） 

6 枚も回せて
すごい！ 

剣が完成！ 

コマ回し！ 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
総数 5,316 人 （▲1） 

男 2,566 人 （▲7） 

⼥   2,750 人 （+6） 

世帯 1,900 世帯 （+8） 
（     ）内は前月との比較 

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。） 

いわむらコミュニティセンター情報 

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION 

 

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION 

 

『チョット昔の想い出話』  
今 徒然なるままに                      

岩村俳句会一言居士 
徒然なるままに・その一 
 小高い丘の上の団地のなかにある絵画教室を訪ねた。 
 山桜や山つつじ、団地の道端の花水木などが競いあうよ
うに咲き誇っていた。 
 教室ではメンバーの一人が金婚式を迎えた記念として、
水彩画の個展を開いていた。 
 教室をいっぱいに使い、五号から二十号までの数十点の
作品一点づつが引き立つように工夫された飾り付けが目
につく。 
 主催者が一点一点説明を加えてくれた。 
 絵を描き始めて三十年、しっかりとした筆使いと構図・
色彩はまさに長年の歴史を感じさせる。 
 絵を習い始めたきっかけは、和紙の貼り絵を見て、その
魅力に引かれて貼り絵を習いデッサンを習い、そして、あ
るとき絵画教室の先生の絵に出合って水彩画を描くはじ
めた。今は「私の絵にお父さんが句をつけてくれます」と
微笑みながら語ってくれた。 
 絵と句のコラボである。作品と一緒に絵手紙のファイル
があり、開くと四季折々の草花や動物が綴られていた。こ
の絵手紙はお母様が入院されたとき、見舞がわりに毎日送
られたとのこと。 
 特技を活かした見舞。心温まる想いで、繰り返し絵手紙
を拝見した。 
 まさに、逞しく微笑ましく生き生きとした夫婦である。
そんな生き方を羨ましく思いながら春風に背を押されて
教室をあとにした。 

4 ⽉〜5 月の岩村コミュニティセンター  主な使用予定 
５⽉１５・１６⽇（⽊・⾦）飯羽間地区開発事業説明会 
５月１５日（木）薪能実⾏委員会          ５月１８日（日）岩村地区⼭林管理委員会総会 
５月２２日（木）こぎつね総会           ５⽉２３⽇（⾦）恵那市⺠⽣児童委員会総会 
５月２４日（土）戦没者追悼式           ５月２９日（木）うたごえ喫茶 
６月 ４日（水）恵那市教育委員会事務職員研修    ６月 ６⽇（⾦）氏子・社事評議委員会 
６月１１日（水）中津川工業高校地区懇談会          ６月１４日（土）恵那市国際交流協会海外派遣研修 

岩村町の人口（平成26 年5 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。 
５月は「春の音楽会」です。子供と一緒に、 
生の音楽に合わせた、本の読み語りを聞きます。 
【開催日】  ５月２２日（木）午前１０時  
【場 所】  岩村コミュニティセンター 

 徒然なるままに・その二 
少子高齢化が喧伝されて久しい。 
日本人の平均寿命は「男」79.94歳、「女」86.41歳、65
歳以上の人口割合は3,180万人25％の高齢化率である。 
高齢化の進展が社会問題化しているが、その解決策は覚
束ない。 
医療・年金・福祉などの社会保障の先行き、出生率の回
復・就労人口の減少など課題は多岐に亘っている。その解
決策の一つの手段として消費税の引き上げや経済の活性
化が言われているが絵に描いたようには進まない。 
その方法論やあり方の議論は、さて、おくとして高齢者
が如何に生き生きとして過ごすことができるかである。生
きざまは人それぞれであるが、前向きに生活に張り合いを
持つことが大切であろう。 
毎日の生活に為すことがあること、趣味の会に出かける
こともよし、畑仕事でもよし、人と会うことでもよし、毎
日、何となく過ごすのでは呆けてしまう。１日のうち１時
間でも２時間でも予定が確認できることが大切であろう。 
現役の皆さんも如何に生きるかを考え、文化振興会のサ
ークルに加入して生きがいを見出すことが高齢化社会を
生き抜く一つの方法である。余生を悔いなく過ごすマイプ
ランを持つことをお勧めしたい。 

若草萌 パソコン習ふ 刀自は古希  
一言居士 

       


