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ほっと・ホット・もっと 

ホットいわむらだより 

第 30回いわむら城址薪能 平成 26年 8月 23日 

当日はあいにくの雨模様で、会場を恵那特別支援学校に移しての開催となりましたが、500 名を超えるお客様に
ご来場いただきました。岩村のための新作能「覇王」は、織田信長と修理夫人（女城主）の迫力ある立ち回りに、
観客一同圧倒されました。悲哀の物語を静かに岩村城が見守る特別な一夜となりました。 



 

 

9月 21日 (日)  秋のふれあいウォーキング 
  実りの季節を迎え美しく田んぼが色づく秋に、みんなで一緒に歩いてみませんか？3 つの 

コースから選んで、ゴールのあとは地元農産物等があたるお楽しみ抽選会を開催!! 

【スタート・ゴール】富田会館（受付時間：9:00～10:00/ゴール制限時間：12:15） 

【参 加 費】 大人 500円 中学生以下 300円 

※警報が発令された場合は中止します 

【主 催】 富田活性化委員会 【問い合わせ】茅の宿とみだ（43-4021） 

9月 27日 (土)  ホットの田んぼ『稲刈り体験』 
ホットの田んぼ・米作り体験も、いよいよ収穫のときを迎えました!!昔ながらの手作業での稲

刈り体験に是非ご参加ください。参加された方は、11 月の おかげまつりで五平餅づくり体

験にご招待いたします！ 

【集 合】 9:30 東光院駐車場（岩村町富田２５４６） 

【持ち物】 タオル・お茶など ※少雨決行 

【主 催】 城下町ホットいわむら（32-1109） 

 

10月 5日 (日)  RUN伴（ランとも） 
RUN 伴 2014（通称ランとも）応援して下さい!!ランともは NPO 認知症フレンドシップクラ

ブが主催する、認知症の人や、家族、支援者が、北海道から広島までタスキをつなぐイベン

トです。副線としての恵那→名古屋コースに岩村町も入っており、町内の各施設や団体が

参加いたします。参加者とサポーターはオレンジ色の T シャツを着ています。ぜひ激励の声を

おかけ下さい。 

【予定ルート】9:00  鳥兵駐車場 →9:20福祉センター →9:40 飯峡会館 →恵那 

10月 4日 (土)・5日（日） いわむら秋まつり・神輿渡御行列 
今から 383年前に始まった神輿渡御行列。古式豊かな衣装を身にまとった総勢 300人の

行列が城下町を歩く姿は圧巻です!! 4日夜には獅子舞も本通り各所で披露されます！ 

【神輿渡御行列】 

４日（土） 武並神社→八幡神社 9:00出発  餅投げ：15:00（八幡神社境内） 

５日（日） 八幡神社→武並神社 9:30出発  餅投げ：15:00（武並神社境内） 

【獅子舞】 4日 18:00 本通り西端（勝股交差点）～本町 2丁目（深萱商店前） 

10月 19日 (日)  町民運動会 
40年を超える町の伝統行事!!町内対抗で競い合います!! 

（←写真は 30年前（昭和 59年の）時の町民運動会の様子です！） 

【時間】8:30～ 

【場所】岩村総合グラウンド 

【主催】岩村町自治連合会 【問い合わせ】岩村振興事務所（43-2111） 

 

 
11月 2日 (日)  いわむら城下おかげまつり 
本通り開催も 3年目を迎えた「いわむら城下おかげまつり」。今年の目玉は上町にあり!!?  

各地からの太鼓の競演、100 円商店街、大人気子ども横丁、イベント満載駅前広場など

に加えて新企画も目白押し、今年も見逃せません!!! 詳細情報は、次号ホットだより 10

月号をご覧いただくか、ホットいわむら HP・フェイスブックにて随時お知らせしてまいります!!! 

【時間】10:00～15:00（予定）【会場】岩村駅～岩村町本通り一帯 

【問い合わせ】城下町ホットいわむら（43-2111） 



 

 

平成 26 年 8 月 19 日（火）第１回岩村地域計画策定会議が開催されまし

た。 

平成 18 年度に策定されました「恵那市第１次総合計画」は平成 27 年度

末に計画期間を終了します。新たに第２次総合計画の策定をすることに伴

い、岩村町の地域計画も見直すことになりました。 

岩村地域協議会では 10 年後を担う若い人の意見をたくさん聞き、「岩村町

の強みを伸ばす」ことや「課題解決」について考えるため、各種団体から

推薦をいただき、地域協議会委員や城下町ホットいわむら執行部なども含

め 70 人のメンバーで岩村地域計画策定会議を開催しました。 

今回は 55 名の参加で６つのグループに分かれてワークショップ形式で、二つ

のテーマ 

①岩村に住んでみて、良いところは？不便なところは？ 

②１０年後岩村がどのようなまちになってほしいか、またはしたいか 

を話し合いました。 

主な意見をご紹介します。 

 

 

 

 

  

 

 

 

グループごとに発表をおこない、今回は総合ファシリテーターとして、名

古屋市職員で金城学院大学非常勤講師でもある米倉彰一氏をお招きし、総

括をしていただきました。 
この会議で出された意見をふまえて次回 9 月 17 日（水）第二回策定会議

では「岩村の強み（魅力）と弱み（課題）」について話し合います。 

問い合わせ：岩村振興事務所 担当：石田・大木 43-2111 

 

海外ボランティア２名が岩村町に滞在 
8 月 4 日から２週間、NPO 法人ユーリカインターナショナルの事業の一環で、ロシア連邦とチェコ共和国から１名

ずつ海外ボランティアが岩村町に滞在しました。期間中はいろんな催しに足を運んでいただいていましたので、お見

かけした方も多いのではないでしょうか。お二人から岩村町に関する報告書を提出いただきました。大変参考になる

ご意見でしたのでその内容の一部をご紹介します。 

【印象に残ったもの】 

・富田地区農村風景。田畑と点在する家々の風景が美しい。 

・伝統的建造物群保存地区。日本らしくきれいに保存されている。

のれんに名前が入っているのがユニーク。 

・駄菓子屋。子ども用のお菓子の数と安さにびっくりした。 

【外国人観光客の満足度を高めるための提案】 

・観光案内板に英語かシンボルによる表示。 

・縁日の音楽花火は衝撃的だったので、動画で紹介すると良い。 

・見るだけは無く体験できる活動を。五平餅づくり、着物の着付けなど。 

・インターネットに無料で接続できる場所の設置。多くの外国観光客は日本で使える携帯電話を持っていない。海

外の観光地では「Wi-Fi FREE Area」など無料で接続出来るスペースを設けているところが多い。 

・歴史的なことばかりではなく、アウトドアスポーツや子どもが遊べる施設の英語による紹介ページを HPに。 

・レンタサイクルを 

・安宿を利用して長期間旅行するバックパッカー向けの宿が無いので、古民家などを活用してあると良い。 

10年後の岩村町の未来を描く「岩村地域計画策定会議」いよいよスタート  

良いところ 

・自然が豊か 

・数多くの歴史資産 

・活気がある 

・買い物が便利 

・人のつながりとネッ

トワーク 

 

不便なところ 

・高校が遠い 

・働く場所が無い 

・冬場の運転が怖い 

・役が多くて疲れる 

・車が無いと生活できな

い 

10 年後の岩村 

・子どもがたくさんいるまち 

・芸術家が多く住む 

・孤立した高齢者がいない 

・城の整備 

・良い意味で変わらない 



 

ホットいわむら笑顔発信チーム主催 
2014 いわむら夏の陣 合戦報告 

2011 に第１弾として行われた「2011 いわむら夏の陣」。みなさんから出された意見を基にいわむら城下町のひな

まつりは大改革され、まちに大きな活力を生み出しました。 

第 2 弾のテーマは「岩村城跡」。空前の城郭ブームと言われる今、岩村城跡という資源を活かしたまちづくりについ

てみんなで語り合うため、城下町ホットいわむら笑顔発信チームが「2014 いわむら夏の陣」を 8 月 29 日茅の宿とみ

だにて開催いたしました。今回ご参加いただいたのは、地元の各種団体の方々を中心に、城郭研究家加藤理文さんや、

お城ファンの女性グループの全国組織「城ガール隊」のみなさんも加わり約 50 名が集まりました。 

座談会の前に城下町ホットいわむら会長扮する瀬戸奉行が心得を読み上げま

した。 

 

 

 

 

５つのグループにわかれ、次の 3 つのテーマに沿って、アイディア交換を

しました。話し合われた意見・アイディアの一部をご紹介いたします。 

1.岩村城の魅力を引き出すには 

・展望ポイントがあったらいい（城跡⇔城下町）・城郭が仮想で再現できる

アプリを開発・ストーリ性を持たせたガイドの育成 

2.潤いにつなげるためには 

・城跡～城下町への回遊性を高めたい ・お城関連グッズを作る ・岩村主

導の着地型観光に取り組む 

3.そして将来の夢 

・畳橋や藩主邸の復元 ・国指定史跡、世界遺産へ!!（⇔制約が生じること

と表裏一体） 

いろいろな意見が出ましたが、共通していたのは「ずっと自分たちで守ってきた城。子どもたちが『岩村城は日本

一の城！』と言えるように、これからも守り続けていくことが大切。」という声でした。外部から参加して下さった方

も「歴史も石垣も素晴らしいが、地元の人に愛され続けて、遊んだりマラソンをしたという思い出を町民みんなが共

有していることも宝ものだ」と感銘を受けてみえました。 

城下町ホットいわむらでは今回出された意見を元に、すぐ出来ることは早速取りかかり、時間をかけてでも実現し

たいことを前向きに検討し取り組んでいきます。 

 

ザ・縁日 ご来場ありがとうございました 
～ 苦難を乗り越えて無事開催！関係者に感謝 ～ 

 今年もザ縁日とふるさと創生花火へのご協力ありがとうございました。 

今年は並々ならぬご苦労があったと噂で聞きましたので、商工会青年部の河田文仁さんに

お話をうかがってまいりました↓↓ 

縁日の３日前である８月１０日の朝、「ステージがぐちゃぐちゃで使い物にならんてー！」

何本目かの着信に出張先の名古屋のホテルで目を覚ました。確かに雨風はひどかったが、岩

村ではかなりの強風が吹いたとみえる。とにかく急いで帰ってきた。あんじゃない！なんと

かなる！と自分に言い聞かせながら。 

岩村に戻ってきてまず国道から城山を見る。雨で見えないのか・・・？グランドの

ステージは目も当てられない惨状。予備の看板も無く、いろいろ考える中どうにも気

になり城山に登った。「あれ！？」さっきまでは「なんとかせにゃ！」と思っていた力

が急に抜けていくのを感じた。全壊。その様子は落城と表現した方がふさわしかった。 

その日の作業は豪雨のために断念したが、報告と

記録をするために Facebook にこのことを載せた。 

すると「お祭り楽しみにしとるで！がんばっ

て！」「今こそ岩村パワーを見せてやろまい！」 

などいろんなコメントをいただき、次の朝まずステージを直そうと雨の中カッパを

着用し作業をした。OB の先輩方のおかげもありささっと片付き、さてこれからど

うするかと、使えるものを使って再建を始め、その日の夜子ども達との約束だった

ステージでの踊り練習は無事行われた。 

いわむら夏の陣 心得 

一、過去のことはさておき、未来のことを話すべし 

一、出された意見に対して、批判をするべからず 

一、笑顔で気楽に、話し合うべし 

 

 



進む岩村の空き家再生活動 

ホットいわむら空き家利活用実践ワークショップ 

 8 月 24 日（日）第 3 弾となる空き家利活用実践ワークショップを開催しました。今回は第 1 回と同じ空き家に会場

を戻し、基礎と土台を再生する準備作業を行いました。今後もワークショップを重ね、まずは 11 月のおかげまつりの

イベントスペースとして、公開を予定しています。 

 第 4回空き家利活用ワークショップ告知 【日時】10 月 12 日（日）10 時～16 時 【参加費】1500円 

 ☆☆ホットいわむらでは、空き家・空きスペースを整備して、町の活性化のために利活用したいと考えている方々の

情報をお待ちしています。（43-2111/振興事務所内ホットいわむらまで） 

清和堂スペース 

 第 2 回のワークショップ会場として整備を協力した、本町 5 丁目『清和堂スペース』では、サロンの開催、展示・販

売スペースとして、今年は無料で貸し出しを行っています。上町まちなか交流館と併せて、町のにぎわい作りに使って

もらえたらという家主さんのご意向がありましたので、紹介させていただきます。（43-2377/中田）。 

農村の空き家活用利活用日帰りワークキャンプ 

 岩村の空き家対策は、富田地区にも拡がり、NPO 法人農村景観日本一を守る会主催により、茅の宿に隣接する築 100

年の古民家の整備作業から今後の利活用イメージを参加者も含め皆で出し合う、日帰りワークキャンプが行われます。 

【日時】10 月 13 日（月･祝）10 時～16 時 30 分 【参加費】1000円 

詳細はワークキャンプ事務局（43-4021/茅の宿とみだ）までお問い合わせください。 

 

 

その日の夕方城山の崖に落ちた城看板を拾い上げに行き、このまま夜中までかかっても再建するぞ！と声を上げたが

そこは秋山統括の冷静な判断で、祭りステージを最優先にし、城山については次の日に作業は持ち越された。 

前日１２日は作業要請依頼をしたホット執行部や城再建委員にも集まっていた

だき、ステージと城山の再建を同時に行うだけのパワーを一気にもらい、その日の

うちにほぼ元通りの姿となった。 

青年部での城建て作業とはうってかわり、目上の人ばかりに指示を出し動いても

らうのに戸惑いはあったものの、さすがはベテランの皆様で、要領よく修繕された

パネルがどんどん吊り上げられ、大きな声が飛び交う中、ダイナミックかつ安全に

作業は進められた。 

穴が開き、継ぎ合わされた城ではあったが、本当に今回はこの「岩村パワー」に

助けられ、それを痛感し、また参加者みんなが誇りに思い自慢できる内容となった。 

実に気持ちが良い。落城を知らなかった方々からも後に次々と岩村を賞賛していただいた。やはり岩村パワーはすご

い。 

もちろんこの落城から再建を果たしたことのみではなく、ザ・縁日というお祭りに出店、出演ご寄付といったたく

さんの方々のご協力と援助があって成功したことは言うまでもありません。 

今回のテーマ「おもいで」にはまさしく決して忘れることのできない夏であった。 

 

 報告：地域の力を合わせ命を守ろう！ 防災訓練  

 8 月 31 日（日）岩村町内各地区において、防災訓練が行われました。町内では 1,105 世帯、1,774 人の方が訓練に

参加されました。各自治会で水消火器による初期消火訓練、AED の取扱い方や心肺蘇生訓練の講習などを行いました。 

日常の“普通”や“当たり前”に流されたり、慣れたりして、ついつい万一の時の心構えを忘れてしまいがちです。大切な

命を守るためにも、心の片隅にしっかり備えておいてくださいね！！ 

  



いわむら歴史再発見 vol.10  

●東光院が造立した旧大成小学校裏経塚 
 
岩村城下町の大きな特徴の一つに、町の周囲を取り巻くように、

大型五輪塔を頂部に据えた巨大な経塚が築かれていることが挙げ

られます。その数は実に８カ所・12 基（石室千体仏を含む）。こ

のシリーズ２回目では最初に築かれた天王山経塚を紹介しました。

今回は最後に築かれた経塚を紹介します。 

この経塚は、飯羽間の松井急便さん北側の田んぼの中にありま

す。以前は松井急便さんの近くに本郷村立大成小学校があったこ

とから、「旧大成小学校裏経塚」と呼ばれています。 

この経塚は、他の経塚と大きく異なっている点が二つあります。 

一つは立地です。天王山経塚など他の７カ所の経塚は、主要な

街道に沿った丘陵の上にあり、明らかに城下や街道から仰ぎ見られ

ることを意識して建てられています。これに対してこの経塚は、谷の

下の方にあって、近づかないと見ることができません。望見するという

ことをあまり意識していないようです。 

もう一つはこの経塚の造立者です。天王山、偕楽山、石室千体

仏は岩村藩主の前期松平氏、塔ヶ根は丹羽氏が造立したもので

あり、分根、吉田川、打杭も藩が関与している可能性が高いと考え

られています。これに対してこの経塚は、頂部に据えられた五輪塔に

「扶桑国濃陽慧那郡岩村領冨田村天徳山東光院現住祖牛建

之 宝永六己丑年小春十二日」と刻まれており、富田の東光院第

６世祖牛和尚が宝永６年（1709）に造立したものであることが

分かります。銘文の他の部分にも藩の関与をうかがえる記述はあり

ません。 

この経塚は、藩とは無関係に、東光院によって造立されたもので

あったのです。東光院は富田村の旦那寺ですから、その背景には村

人たちの意向があったに違いありません。 

 

 

さて、経塚造立の少し前、元禄年間（1688～1704）は、５

代将軍徳川綱吉の治世で、幕府や藩の統治の在り方が戦国の

遺風を残す武断政治から文治政治へと変わります。これと対応す

るように町や村も自治の力を付け、恵那地方でも延宝年間

（1673～81）ごろから村の手による辻堂の建立や復興が相次

ぎ、元禄年間には個人のお墓に石塔を建てるようになります。そし

て宝永以降は、以前のように岩村藩主が主導して町や村の宗教

施設が整備されることはありませんでした。 

 この経塚は、岩村城下の鎮護と安寧を祈る担い手が藩主から

町や村に代わったことを示す貴重な文化財です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2013 年２月撮影 

 
（恵那市職員 三宅唯美） 

 

 

 

 

 

 

 
岩村保育園では、昨年に続き８月のお誕生会には、小学３年生の中田十慶君のギター演奏を聴きみんなでお祝い

をしました。 

子ども達のよく知っている『ドラえもん』や『ルパン３世』『コンドルは飛んでいく』の曲をお父さんや佐藤さ

んと一緒に演奏してもらうと、一緒に口ずさみ楽しむ子ども達でした。好きなことを小さなうちから練習し続ける

ことは、子ども達に憧れと勇気を与えてくれます。最後には、お母さんの手ほどきでどの子も直にギターに触れさ

せて貰い、音が出るとうれしくて・・。太鼓も思う存分叩かせて貰いすてきな体験ができました。 

また、最近日本のあちこちで起きる豪雨災害で土砂崩れや、川の氾濫で褐色の水や家屋の浸水崩壊といった報道

を目にする子ども達。８月の避難訓練は、手作りのペープサートを使って、子ども達だけでは川に行かないこと。 

川の水が増えて、濁流となり家や車が流される前にどこに逃げたらいいのか・・・高いところに逃げるなど、大切

な命を守るために、登場人物と一緒に考えました。 

 

今月は 

岩村保育園 



「いわっこクラブ」で、子どもたちと一緒に遊びませんか？   

 
 
 
 
 

家族と楽しく過ごした夏休みも終わり、いわっこクラブの活動も始まりました。真っ黒に日焼けした子ども達と、

ネイチャーゲームで秋をさきどり！！ 

地域の皆さんへ・・・2学期も「いわっこクラブ」のボランティアよろしくお願いします。お世話になります。 
 
 

 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

お問い合わせ：恵那市まちづくり推進部生涯学習課 43-2112（内 343）田口 西尾 

こんにちは！恵那特別支援学校です 

  

９月は、「防災月間」ですね。今回は、当校が行っている「防災避難訓練」「命をまもる訓練」

等について少しご紹介したいと思います。 

 写真は、児童生徒の防災避難グッズです。ヘルメ

ットの他にナップサックなどの持ち出し袋が見られ

ます。中身は水分と食料品（２～３食分）が、入れ

られています。これは、各家庭から持ち寄った物で、

それぞれの教室で管理されています。 

昨今、気象状況の急激な変化を見ると恐怖すら感

じます。この夏も広島をはじめ、この地域でも土砂

崩れ、竜巻などの被害がありました。 

当校は、東は坂下町、西は多治見市、北は加子母

と大変遠隔地から児童生徒が通学してきます。恵那

市に気象にかかわる警報が出ていなくても周辺の市

町には警報が出されていることはよくることです。 

昨年度の警報発表中の下校途中に、川に流され尊

い命をおとしてしまった痛ましい事故をうけて、今

年度より、なんらかの警報発令時には、下校を見合

わせることになりました。遠隔地から通う子どもたちが多い当校では、帰宅困難な児童生徒が出ることが想定され

ます。そこで、学校待機に備え水分や食料品の備蓄をするようになりました。当然、職員も児童生徒と同じく自分

の分を備蓄しています。 

先日は、恵那市に警報が発表され学校待機となったという想定で、これらの備蓄品を食べて保護者の迎えを待ち、

その後、解除され安全が確認されたため、迎えに来てもらう「引き渡し訓練」も行いました。 

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。 

 

私はどんな動物？ 
質問で背中の動物を当
てます。 

自然界と共存!?生きものの擬態を
体験 幾つ見つけられるかな？ 

いつもとはチョット違う ビンゴ！校庭内で触ったり、臭いを嗅いだりします 



 

 

 

 

 

 

 

 

総数 5,293人 （▲８） 

男 2,551人 （▲6） 

女   2,742人 （▲2） 

世帯 1,887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26年９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？ 

子育て中の若いお母さん同士が協力しあい一つの学級を作り上げる学びの場が乳幼児学級です。  
 

9月は「リズム体操・大型絵本読み聞かせ」です。 
＊10月は合同乳幼児学級の為岩村コミュニティセンターでは行いません。 

【開催日】  9月25日（木）午前１０時  

【場 所】  岩村コミュニティセンター 

『チョット昔の想い出話』  
 
「懐かしい思い出」  太極拳サークル部員 
 私が岩村に嫁いだのは、もう四十年程前になります。子どもが保育園に行くように 

なった頃、明智までパートの仕事に出ることになりました。結婚前は運転免許がさほ 

ど必要ない所に住んでいたので取ってなくて、交通手段は明知鉄道に頼るしかありま 

せんでした。 

 毎朝、子どもを保育園に送り出し自転車で岩村駅にあたふたと向かい、時には乗り遅れそうになっても、姿が見え

れば待ってくれて、「すみません！」と言いながら飛び乗り、ほっと一息して乗って行ったものでした。 

 今は車の免許もあり乗る機会がなくなりましたが、孫のお守りで何度か明知鉄道を見に行く度、その頃の忙しかっ

た生活と明知鉄道のほのぼのとした暖かい思い出がよみがえりました。最近は観光客も増えて駅もきれいになったの

で、色々な企画でもっと明知鉄道が活かされるように、頑張ってほしいと思います。 

岩村コミュニティセンター お知らせ 
「岩村町民展」及び「岩村文化芸能発表会」の開催について 
秋に実施していました町民展及び文化芸能発表会の開催について、今年度は来年春に開催する事となりましたのでお知らせしま

す。募集時期などは後日お知らせいたします。 

開催予定は 平成２７年３月中旬です 
 

主な9月～10月の岩村コミュニティセンター主な使用予定 
９月21日（日） 第２回まちづくり市民会議     ９月25日（木） うたごえ喫茶     

９月26日（金） 恵中安全運転管理者部会       ９月28日（日） 吉本興業「漫才」こりゃめでてーな 

10月1日（水） 後期市民講座開講 … 12月まで各種講座が行われます 

10月４・5日（土・日）秋祭り衣装替え会場      10月11日(土) 一斎塾言志四録購読会 

 

お 願 い 
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」

等で長時間駐車利用される場合、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。 

 
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。 
（最悪の場合にはレッカー車で撤去する場合もあります。） 

 




