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ほっと・ホット・もっと 

ホットいわむらだより 

2014 年 9 月 20 日 ホットいわむら”稲刈り体験” 



 

 

「いわむら城下おかげまつり」とは･･･！？ 

 いわむら城下おかげまつり（以下おかげまつり）は、岩村町産
業祭を前身とし、平成 23年に名称変更、翌 24年に会場を岩
村町本通りに移し、岩村の誇る重要伝統的建造物群保存地
区の賑わい再生を願う 
とともに、日頃の感謝を 
表す「おかげ」の気持ちを 
込めた、岩村最大規模 
のお祭りです。まさにおか 
げさまで、2年連続で 
13,000 人という大変 
な数のお客様にご来場 
いただき、今年もさらに 
飛躍するべく、とっておき 
の企画を多数ご用意し 
ております。 

岩村駅 

子ども横丁 
移動動物園、ストラックア
ウト、ポン菓子体験、五平
餅作り体験、カップケーキ、
お米販売、等 

まんぷく横丁 

にぎわい横丁 

江戸小路 

上町に江戸の町が出現！！？ 
岩村の歴史情緒を心行くまで味わえるエリアを開設!!! 地元団体・企業等協

力の下、乗馬体験、わらぞうり作り実演、着物着付け体験のほか、昔懐かしい

大八車の展示など、岩村城下町ならではの体験が満載です! 
 

軽トラ市 

想ひ出再生 

レコードショップ 

勝川家ギャラリー

「Nゲージ」展示 

太鼓の競演!!! 

・岩村城女太鼓 ・安岐太鼓 

・馬籠黎明太鼓 ・西尾華龍音 

・坂本山紫水明太鼓  

駅前広場 
 ライブイベントを中心に、若者によ

る新しいにぎわいが生まれます！ 

フリーマーケット

エリア 

363 

100円商店街 

本通り沿いの商店が一斉に、100 円商品

を販売！知恵と工夫をこらした驚きの出品

にご期待ください！（一部商店を除く） 

スタンプラリー 

城下町の旧家を巡ってスタンプを集めよう!! 

豪華景品も!!（数に限りがあります） 

今回紙面でお伝えできなかった情報は、10

月下旬の折込チラシか、ホットいわむらホーム

ページ・フェイスブックページでご覧ください!! 

http://hot-iwamura.com 

 (内容は予告なく変更となる場合がございます) 

主催：いわむら城下おかげまつり実行委員会 問い合わせ：43-2111（岩村振興事務所内） 

 

 

直前情報 



 

お知らせ：岩邑小・中 PTA 
合同資源回収のお願い 

 

◆日時 11 月 15 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 11 月 16 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１５ｃ

ｍ～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。） 

 

 

報告：秋のふれあいウォーキング 
 実りの秋の富田を 450 人が歩く 

 
今年から始まった、富田地区のウォーキングイベント

が 9 月 21 日に開催され、町内外からたくさんの方が美
しく色づいた田園風景の中を歩かれました。ゴールイベ
ントでは、抽選会やバンド演奏などで盛り上がりました。 

 

報告:岩村秋まつり 
 岩村に受け継がれる、歴史の物語 

 
10 月 4 日（土）・5 日（日）、400 年近い歴史を持つ岩村秋

まつり「神輿渡御行列」が行われ、古式豊かな行列の荘厳さ
に、多くの観覧客から歓声が上がっていました。夜の獅子舞
も保存会の方による見事な舞が今年も披露されました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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。 



 

 

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。 

前回 8 月 19 日に開催されました第１回の会議で「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」という二つのテーマで話し合っていただき

ました。今回は前回に出た意見を分類して５つの部会を編成し（下の部会

名一覧参照）、部会ごとに ～岩村の今を見つめよう～岩村の強み（魅力）

と弱み（課題） というテーマでワークショップ形式で意見交換を行いま

した。 

部会名一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この日は 50 名ほどの参加がありどのグループも若手とベテランが遠慮なく意見を言い、時に笑い、時に悩みすぎ

て沈黙が起きてしまいながらも１時間という限られた時間の中で十分な意見交換ができ、その後部会ごとの発表を行

いました。主な意見を紹介します。 

 

発表終了後、地域協議会の勝川哲男副会長にまとめ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は「岩村の強みをさらに活かし、弱みを

解決する方法」について話し合います。 

 

 

 

 

第 18 回 言志祭 ～佐藤一斎まつり～ 平成 26年 10 月 25 日（土） 
【顕彰祭】※雨天岩村コミセン 

・時間 午前 10 時～午前 11 時 

・会場 佐藤一斎銅像前 

・次第 （１）献花 

    （２）顕彰のことば 

    （３）一斎翁を称える 

    （４）献詠、合唱、舞踊 

    （５）「言誌四録」素読など 

 みんなの宝 住んでいい街 子どもの未来 あんじゃない 楽市・楽座 

強み 城跡と町並み 

田園風景 

イベントの充実 

人柄が穏やか 

三世代家族が多い 

買い物など便利 

自然とふれあえ

る環境 

子どもの人数減

がゆるやか 

防災隊の編成 

大きな河川が無

く大災害が無い 

地域のつながり

が強い 

古くからの店が残

っている 

お米がおいしい 

木造建築の良さ 

弱み 宿泊施設が無い 

観光客への情報発信

が不十分 

荒れている山がある 

郊外に住む人とのつ

ながりが薄い 

自治会未加入世帯の

増加 

高校が無い 

外で遊ばない 

公園が無い 

若者の減少 

防災意識が低い 

夜道が暗い 

 

飲食店が少ない 

大手業者が増えて

個人業者が減る 

雇用が少ない 

10年後の岩村町の未来を描く「岩村地域計画策定会議」第 2回開催  

みんなの宝 

キーワード 

・観光 

・イベント 

・歴史・文化 

・自然 

 

住んでいい街 

キーワード 

・人・人柄 

・つながり 

・移住、定住 

・コミュニティ 

・地域 

子どもの未来 

キーワード 

・子育て 

・教育 

 

あんじゃない 

キーワード 

・交通 

・防犯 

・防災 

・福祉 

（障がい、高齢） 

 

楽市楽座 

キーワード 

・商業 

・農林業 

・工業 

・雇用 

 

問い合わせ：岩村振興事務所 担当：石田・大木 43-2111 

次回は 10 月 17 日（金）19：00~ 岩村振興事務所 

【記念講演会】 

・時間 午後 1 時 30 分～午後 3 時 

・会場 岩村コミセン 

・演題 佐藤一斎が問いかけるもの 

    ～「志を言う」ことの意義～ 

・講師 吉田公平氏 

（東洋大学名誉教授） 

・参加 無料 

 

【記念特別展】 

・期 間 11 月 24 日（月）まで 

・会 場 歴史資料館（月曜休館） 

・展示品 佐藤一斎関係書籍 

六曲屏風 

書軸など 

 佐藤一斎の教えを学ぶ良い機会です。

みなさまの参加をお待ちしています。 

 



岩村の空き家対策 

●空き家利活用実践ワークショップ 

今年度始まった空き家利活用に向けた取り組みも、4 回を

数え、主なフィールドとしている Y 邸も徐々にその再生さ

れた姿が見えてくるようになってきました。 

今回は、部屋の内側から水の浸入を防ぐための、基礎を高

くあげる工程に必要な、土台の再生にチャレンジ。土台にほ

ぞ穴をノミで掘る作業はなかなかハードでしたが、柱と見事

ドッキングしたときは、大いに盛り上がりました。 

これまでの作業の中心だった、「壊す」や「取り除く」か

ら「組み上げる」「取り付ける」へと変わっていき、参加者

一同今後に向けた手ごたえを感じることができました。この

再生スペースは11月おかげまつりにて公開する予定です！ 

 

●拡がる空き家への取り組み 

全国的に空き家対策への注目が高まる中、岩村町でも空

き家が増え続けていくことへの問題意識が高まり、それぞ

れの活動に反映されるようになってきました。 

 富田地区では、築 100 年を越す古民家を地域資源と

して今後に利活用するためのワークショップが、

NPO 法人農村景観日本一を守る会の主催によって開

催されます（10月 13 日）。 

 重要伝統的建造物群保存地区の一画で長年空き家と

なっていて、倒壊の危険を伴っていた建物も、町の活

性化のための利活用を目的に、町の有志の方が取得

し、ボランティアによる清掃作業が行われました。 

 同じく伝建地区の中で、家主さんに空き家バンクへの

物件登録に応じていただいたことで、移住希望者の関

心を呼んでいます。 

 第２回ワークショップで整備を行った本町の空きス

ペースでは、11月上旬に町内在住作家による石の彫

刻展に利用されます。 
 

 空き家増加の課題は、地域にさまざまな影響を及ぼしま

すが、見方を変えれば、移住定住・商業・コミュニティに

対して有効に利活用できる、町の資源となります。特に岩

村町ならではの建物の「古さ」は、利用希望者にとって積

極的な意味を持つ可能性があります。そして新しい利活用

から生まれる”交流”が、地域コミュニティを強くつないで

いくための大きな力になると、私たちは考えています。 

ＲＵＮ伴応援ありがとう！ 
10 月 5 日（日曜日）、ＲＵＮ伴（ランとも）が開催され

ました。このイベントは、認知症の人や、家族、支援者、一

般の人らが少しずつリレーをして、北海道から広島までたす

きをつなぐものでした。町内では、チームくわのみ、チーム

恵那特別支援学校、里山ガール＆亀の子、ＩＷＡＭＵＲＡラ

イダーズクラブ、チームフロンティアの介護のエントリーが

あり、ホットいわむらもスポーツネットいわむらの協力を受

けて高校生から 62 歳まで５人のランナーを出しました。 

残念ながら当日は小雨の降る中で 

したが、上矢作からたすきを受け取 

り、本通りから国道 257号へ出て 

明智から来たチームと合流する飯峡 

会館でミニセレモニーを行い、恵那 

文化センターへたすきをつなげまし 

た。サポーターとして応援に加わっていたホットの会長と副

会長も雰囲気に飲まれたのかまさかの飛び入りランナー

に！！小沢峡駐車場から阿木川ダム駐車場までを快走しま

した。 

恵那地区でのゴールセレモニー会場には、市内各地区から

300 名ほどが集まり、オレンジと白の風船を飛ばして名古

屋へ向かうランナーを激励しました。参加を通してこのイベ

ントが単なる啓発キャンペーンでは無いことを実感しまし

た。走ること、たすきをつなぐことで、一体感が生まれ、こ

こから、認知症の人もそうでない人も、同じように暮らしや

すい地域や社会にしていかければならないことを感じまし

た。沿道で応援して下さった皆様、ご協力して下さった皆様、

ありがとうございます。 

10/26 

明知鉄道岩村駅舎に 

「キッチンゆら」が 

オープンします 
 

明知鉄道岩村駅舎に、地元の女性グループ「キッチンゆ

ら」さんが恵那市地域元気発進事業総合助成金を活用して

カフェをオープンします。カフェだけでなく、地元野菜の

販売や、無添加で安心・安全のおそうざいも提供されます

ので、ぜひご利用下さい。 

代表の方からのメッセージをご紹介します。 

 

はじめまして、キッチンゆらです 

城下町の玄関口である岩村駅内に１０月２６日オープンし

ます。地元の皆様、観光客の皆様にホッとしていただける

場所作りを目指しスタッフ一同頑張っております。地元野

菜の販売をはじめ、歴史を感じられるコーヒー（女城主ブレ

ンドコーヒー、城下町ブレンドコーヒー、明知鉄道極楽ブレン

ドコーヒー【ノンカフェイン】）や歴史の見える駅弁、姫様弁

当を準備して皆様のお越しをお待ちいたしております。 

 オープン当日には楽し

いイベントを計画中です。

よろしくお願いします。 

 



いわむら歴史再発見 vol.11  

●岩村城二ノ丸弁財天社 
 
昨年、八幡神社参道脇に、木造の社祠が安置されました。これ

は、それまで大通寺の隆崇院境内に置かれていたもので、岩村城

二ノ丸弁財天社の社殿と伝えられています。 

岩村城の二ノ丸には、一辺が 12ｍほどの方形の池があり、中央

に石組みの中島が設けられています。弁財天はここに祀られていまし

た。 

弁財天がいつごろから岩村城内にあったかは不明です。『岩村町

史』には丹羽氏時代の棟札の記載があることから（現在は所在不

明）、17世紀後半には城のどこかに弁財天社があったことは確かで

す。しかし、18 世紀前半に作成された岩村城絵図では、二ノ丸に

池は描かれていますが、中島や社祠は描かれておらず、最初から二

ノ丸にあったかどうかははっきりしません。 

歴代藩主の中で特に弁天信仰に篤かったのは、天明元年

（1781）に藩主となった松平乗保です。乗保は、文化 14 年

（1817）に岩村藩領駿河国広野村（静岡県藤枝市）に落下

した隕石を弁財天であるとして、文政３年（1820）にこれを岩村

城内に祀り、翌年には大路沢口に御旅所を造営し、４月最初の

巳の日を祭礼日と定めました。この社祠はこのときに造立されたもの

であるかもしれません。 

弁財天の御神霊は明治４年（1871）に江ノ島へ返納されて

おり、現在は明殿（御神霊の祀られていない社殿）となっていま

す。社祠の中には高さ 50cm ほどの弁財天の木像が納められてい

ました。この詳細は、『いわむら歴史掘りおこし読本』第２巻の 29

頁で紹介されています。 

 

文政３年に造営された「大路沢口の御旅所」とは実は現在の

八幡神社のことです。八幡神社は、皆さんよくご存じのように、岩

村城の八幡曲輪にありましたが、明治６年に城が廃城となるとと

もに、城下に移転しました。このとき、明殿となっていた御旅所の本

殿をそのまま八幡神社の本殿としたのです。 

この社祠は、弁財天社が廃されてから 140 年の時を経て、御旅

所の地に安住の場所を見つけたわけです。 

【参考文献】長谷川九一郎編『岩村町神社史』（1926年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

（恵那市職員 三宅唯美） 

 

 

 

 

 

 

 

 
「子ども達がつくる運動会！」 
今年の運動会は児童会テーマの『愛』を受けて、『気愛・ふれ愛・助け愛』をスローガンに、自分たちでつくる運

動会をめざしました。 

  

運動会の実行委員会・応援団のリーダーさんが、小さい子達をまと

めて練習や当日も一丸となった姿を見せてくれました。堂々と自分た

ちの思いを言葉や姿で下の学年に示し、引っ張るやる気あふれる姿で

した。 

 １年生にとっては初めての運動会。 

 保育園より大きな運動場いっぱいに２年生と踊った「八木節」。練

習の成果を生かして胸を張って演技できました。係の仕事も駆け足で

テキパキ責任を果た

す姿にあふれていま

した。 

 最後の種目の組み立て体操の６年全員ピラミッドも成功し満足感

と感動でいっぱいでした。 

 最後になりましたが、準備や片付けを手伝ってくださいました

PTA役員の皆さんや保護者の皆さん、知らない間に学校の周りの草刈

りをしていただいた地域の皆さんに感謝のの気持ちいっぱいです。 

 

 

 

今月は 

岩邑小学校 

色紙（幕末～明治・岩村
歴史資料館所蔵）に描か
れた二ノ丸弁財天社（左
図）と八幡神社に安置さ
れた社祠（下図） 

 



「いわっこクラブ」で、子どもたちと一緒に遊びませんか？   

 
 
 
 
 

９月２７日のいわっこクラブは稲刈り！５月にみんなで植えた稲を収穫しました。 

おいしいそうなお米がたくさんできましたね！  

【お知らせ】 おかげまつり子ども横町でいわっこクラブが出店します。ぜひ遊びに来てね！ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 

 
  

 
 

 
 

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１３日（土）、恵那特別支援学校「体育祭」を行いました。移転当初は、小学部・中学

部・高等部、各学部を合わせて「運動会」として、この時期に行っていました。現在は、、小

学部・中学部は、梅雨前の６月はじめに「運動会」として、高等部は地域に合わせて９月に「体

育祭」として、 それぞれの年齢や体力に合った内容を行うようになりました。 

今回の高等部「体育祭」は、午前中体育館内でキックターゲット（ボールをキックして得点板に当て得点を競う）

やフライングディスク（フライングディスクを投げ得点板に当て得点を競う）などのゲーム性のある室内種目を、

午後からはグラウンドで応援合戦、選手リレーなどを行いました。高等部らしい力のこもった演技に、来校されま

した来賓の方や地域の方、保護者から大きな声援や拍手をいただきました。応援ありがとうございました。 

 

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。 

 

いざ、田んぼに突入！ 

 

上手に刈れているね！ 

みんなでたくさん刈ることができました！ 

応援合戦の様子 

「知新祭」のお知らせ 

１１月７日（金）、８日（土）に当

校の学校祭「知新祭」があります。小学

部１年生から高等部３年生まで、演劇

や歌唱、器楽演奏等の発表を行う予定

です。見学自由ですので是非ご覧くださ

い。 

また、８日のお昼頃には、お馴染みになり

ました「ロックビレッジバザール」を開催い

たします。生徒が作業学習で製作した作

業製品を是非お買い求めください。詳しい

内容は、新聞広告などでお知らせする予

定です。 

 

昨年度「ロックビレッジ
バザール」の様子 



 

 

 

 

 

 

 

 

総数 5,294人 （+1） 

男 2,556人 （+5） 

女   2,738人 （▲4） 

世帯 1,886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10月1日現在） 

乳幼児学級へのお誘い!! 
未満児育児世代の皆さん…乳幼児学級とは？何かご存知ですか？ 

子育て中の若いお母さん同士が保育園入園前の準備段階として一つの学級を学習テーマを 

持ちながら,お子様のために協力し合い作り上げる事を学ぶ場が乳幼児学級です。 

 

9月は「恵那市合同乳幼児学級 親子で姿勢エクササイズ」です。 
場 所  まきがね公園体育館 

持ち物  ヨガマット又は大きめのバスタオル・水分・ﾌｪｲｽタオル・ 

運動のしやすい服装でお越し下さい 

※11 月の乳幼児学級は｢お茶碗にお絵かき｣です。人数把握をするため参加希望の方は岩村コミュニティセンターにて申し込み

を行っております。なお飛び入りでの当日参加受付は行っておりませんのでご了承下さい。 

 

 

『チョット昔の想い出話』  
「懐かしい景色の思い出（岩村音頭に寄せて）」 岩村陶芸教室会員 
今から五、六十年前の岩村の風景を思い出すと、岩村音頭の歌詞にある様な景色が思い出されま 

す。春は木々の芽吹き、桜の花もあちこちと沢山咲き、今はほとんど枯れてありませんが岩村川の 

山上あたりの川沿いにも美しく咲いていた様に思います。夏の岩村は、軽井沢と言われる程で城山 

のキャンプなどは夜ともなれば肌寒い程でした。瀬音とか河鹿の声も今はあまり聞くことが少なく、 

懐かしい言葉です。秋は木の実峠、八幡神社のもみじの紅葉、小沢峡の紅葉、阿木川湖周辺も秋の 

紅葉は美しく癒されます。冬の景色は、今は山岡となってしまいましたが、昔は山上地区、一色地 

区は寒天の干場が稲刈りの終わった田に作られて、寒天作りが始まると、寒天模様となりました。 

岩村こたつの言葉も懐かしい言葉となりましたが、昔はどこの家でも部屋の中央に掘りごたつが作ってあり、小さなこたつなが

ら豆炭や木炭で暖を取っていました。 

八幡神社の近くには水半の氷を室に入れ夏まで蓄えられておりました。富田の「農村風景日本一」の風景は先程他県から来られ

た方達が、丁度夕陽が遠き山の端に沈まんとする時、稲刈りの終わりし田の稲藁や刈草を燃やす煙が棚引く風景の美しさは見事で、

とても感激されておられました。美しい岩村の景色いつまでも大切に残していきたいものです。 

 

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 
10月22日（水）ＪＡ主催健康診断          10月23日（木）恵南商工会主催ノルディックウォーク研修 

10月25日（土）言志祭(一斎塾特別講座)     10月26日（日）ドレミ音楽教室発表会 

10月30日（木）うたごえ喫茶               11月  1日（水）岩中合唱祭 

  11月 8日（水）一斎塾言志四録購読会        11月  9日（日）耕ｸﾞﾙｰﾌﾟ実践研究発表会 

11月15日（土）岩小中合同資源回収  

 

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。） 

 




