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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 11 月 2 日 いわむら城下おかげまつり 

おかげさまで来場者数13,000人!!! 岩村に江戸のにぎわいが甦った!!! 



 

 

 

 

 

 

 

御礼 

拝啓  

先ず持って先般開催されました 2014 おかげまつりが無事終了できた事、心より感謝申し上げます。  

昨年よりも長時間を費やし準備して参りましたが、直前になって準備万端でなかったことも多々あり、

全てが順調でなかった事が悔やまれます。しかし設営から撤収に至るまで、皆様の過分なる御協力のお

かげもあり、心配されました天気も驚異的なタイミングで来場の皆様が雨に打たれることもなく幕を閉

じることができました。しかしこのイベントは、本来岩村が持つ魅力を住民が再認識することにより、

この岩村町が更なる魅力を発揮できるようになるためのきっかけに過ぎません。 

開催するだけで満足、ということのないように、今後の岩村町の更なる発展を目標とし次年度に繋げ

ていくことができたらと考えております。  

この度は誠にありがとうございました。 

2014 いわむら城下おかげまつり実行委員会委員長 渡會充晃 

城下町のにぎわいがよみがえる 

100円商店街 

こども横丁 

防火パレード 駅前もちなげー市長挨拶 桝形もちなげ 



 

雨予報もなんのその、岩村パワーが吹き飛ばしました！おかげさまで 13,000 人のご来

場者数を達成!! 町内皆様のご協力、誠にありがとうございました！ 

ホットいわむらホームページではおかげまつりの様子をもっとたくさんの写真でご覧いただけます！ 
http://hot-iwamura.com 

移動動物園 ふるさと・ゆかりの郷市町村 

Ｎゲージ（鉄道模型）展示 軽トラ市･フリーマーケット 

えきまえ横丁―ステージイベント 太鼓祭 

江戸小路―くど実演 



 

お知らせ：岩村地域懇談会 
市民の皆さんの声を直接お聞きする場として、岩村地

域懇談会を開催します。 
岩村のまちづくりについて皆さまからの意見や提案を

頂き、今後の皆様と一緒になって市政に反映する機会と
考えていますので、多数の皆様のご参加をお願いいたし
ます。 
市から第２次恵那市総合計画の策定についての説明が

行われます。地域協議会からも地域計画の策定について
の状況報告と意見収集を行います。 
尚、懇談会には、市長ほか幹部職員が出席いたします。 

貴重な機会です。是非、ご来場ください。 
 

日時  平成 26年12 月2 日（火） 

時間  午後7 時から午後9 時 
 

 

 

場所  岩村コミュニティセンター大ホール 

 
 
市側出席者： 市長以下各関係部長 

 
主催：岩村地域協議会 

 
お問い合わせ先： 
岩村振興事務所 大木 
TEL43-2111(内線 212) 

 

2014 真冬の富田に何かが起きる 
トラクターイルミネーション 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 今年で3回目となるトラクターイルミネーションを開催し
ます。富田の子どもたち作製によるペットボトルイルミネー
ション、ジャズの生演奏や温かい飲み物＆屋台も多数出店予
定ですので、皆さんのお越しをお待ちしています。 

日時 12/20（土）午後6 時から午後9 時 

場所 ふるさと富田会館 

問合せ先 なんか楽しいことやろまいかとみだ 
     電話 090-9943-4390（片桐） 

 

報告：第４２回町民運動会 
10 月 19 日（日）秋晴れの空の下、岩村町のスポーツ

の祭典「第 42 回町民運動会」が町内の 13 チームが参加
して、岩村グラウンドで開催されました。可愛い保育園
児の踊りや、食べもの障害物リレーでは珍プレーや、抜
きつ抜かれつの競争に会場は大いに沸きました。今年参
加されなかった自治会も是非来年は参加して、一緒に爽
やかな汗を流しましょう♪ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
結果は次のとおりです。 
■総合優勝 六区 
準優勝  郷中 
三位   四区 

■分団対抗リレー優勝  新市場 
■小中学生児童生徒リレー 
優勝 男子 三区 A 

女子 山上 

報告:清流ミナモ賞受賞 
岐阜県では、「清流の国ぎふ」づくりの取り組みを一層盛り

上げるため、「清流の国ぎふ」づくりのモデルとなる団体を表
彰する「清流ミナモ賞」を昨年度から設けています。本年度、
創意工夫を凝らしたイベントを開催し、城下町のにぎわいを
つくることで街の魅力を発信したとして城下町ホットいわむ
らが受賞しました。 

10 月 25 日に古田肇岐阜 
県知事から表彰状を受け取り、 
今回は恵那市からもう１団体 
「笠周地域木の駅実行委員会」 
も受賞を受けたので、先日市 
長に報告へうかがいました。 
この表彰状は一昨年のぎ 

ふ清流国体で使われたものと 
同じ、東濃ひのき、美濃和紙、 
春慶塗でできた立派なものです。副賞としてミナモちゃんぬ 

いぐるみもいただきまし 
た。今月いっぱいは振興事 
務所のカウンターでお披露 
目していますのでお寄りの 
際はぜひご覧下さい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

市長へ笠周地域木の駅実行委員

会とともに報告 
 

2015 いわむら城下町のひなまつり 2015.3.1～2015.4.3 

～今だけ ここだけ あなただけ～ 

去る 10 月 21 日、「2015 いわむら城下町のひなまつり賑わい構想委員会」が発足しました。 
毎年賑わいを増しているひなまつりに向け、チーム編成・テーマ・今後の進め方などについて話し合いました。 
また前回のひなまつりに引き続き、多くの地域住民が協力しあい、一人でも多くの来場者に喜んでいただける“ひな

まつり”を目指していきたいと思います。アイデアをお持ちの方、一緒に活動してみたい方、手づくりびなを展示して
みたい方など、いわむら城下町のひなまつり賑わい構想委員会事務局（岩村振興事務所 43-2111）までご連絡くださ
い！！  



  進む空き家利活用 

●空き家利活用実践ワークショップ 

 おかげまつり「想ひ出再生レコードショップ」開設!! 

今年度のワークショップの主な会場として再生を手がけ
てきた、Ｙ邸。その再生の成果をお披露目する機会として、
多くの来場者が集まる「おかげまつり」を目標に、進めてき
ました。 
おかげまつりでは、「再生」をキーワードに、再生した空

間で、この空き家に眠っていたレコードプレイヤーを再生
し、町の方が持っている昔懐かしいレコードを集め、曲を再
生することで、町の人の想い出も再生してみよう、という試
み「想ひ出再生レコードショップ」を企画しました。 
町内の方のご協力のもと、約 200 枚のレコードが集まり、

当日はコレクターの方や地元の方が訪れ、すっかり居心地の
良くなった一室で、懐かしい音楽を堪能されていました。 
レコードのご寄付をいただきました皆様、ありがとうござ

いました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
この想ひ出再生レコードショップは、今後も不定期に開催

する予定です。 
また建物の再生も少しずつ継続し、今後の利活用に活路を

見出していくことを予定しています。 

●えなか連動企画「城下町お色直し計画」 

 10 月中旬には、恵那・中津川の魅力発信イベント「え
なか」の 1 プログラムとして、一般参加者を募り、ふれ
あいの舘（観光案内所）の玄関周りの塗装をしなおす「城
下町お色直し計画」を開催しました。空き家対策とは異な
りますが、昔ながらの建築の魅力に自ら携わるという点で
共通し、岩村の発信力を高める企画となりました。 
 一般の人がペンキを塗りなおしている光景は、観光客や
地元の方の目を引き、注目度も抜群。一日かけて、重厚感
のある茶色に塗りなおされ、これからまた岩村の観光の顔
として、親しまれていくことが期待されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
●石の彫刻展を改修スペースで開催!! 
空き家ワークショップの
会場ともなった、本町 5
丁目の「清和堂スペース」
で、町内在住の彫刻家、
大間光記さんの展示会が
開催されました。空き家
の有効な利活用法とし
て、各方面から注目を集
めています。 

岩村の 10 年後の未来を描く 

岩村地域計画策定会議第 3 回開催 
平成 26 年 10 月 17 日（金）第 3 回岩村地域計画策定

会議が開催されました。 
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、第 2 回では前回の意見を分類して５
つの部会を編成し、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。 
今回は「岩村の未来予想図を描こう。岩村の強みを活か

し、弱みを解決する！」をテーマに意見交換をおこないま
した。 
この日の参加は 35 名、 

３回目ということもあり、 
部会内のメンバーも顔見 
知りとなったせいか和や 
かな雰囲気の中にも活発 
に意見交換ができ、その 
後に部会ごとの発表を行 
いました。発表の内容は 
次の通りです。 
 
みんなの宝部会 
観光客の滞在時間を長くするために→見せたいポイント
をルート化して動線を作る。レンタサイクルや電気バスな
ど町の中の移動手段を作る。 
 
住んでいい街部会 
空き家問題の改善→サブリース制度の導入。解消に当たっ
ての補助金制度の導入。所有者とのこまめな連絡。 

 
子どもの未来部会 
自然を活かした遊び場を提供する→山や川の管理。 
地元への愛を深める→おまつりやボランティアの参加
で、地域の大人との関わりを強める。 
 
あんじゃない部会 
人のつながりと近所づきあい→町内・世代間のつながり
を強くする。自治会未加入世帯へ向け、行事などに気長
に誘い続ける。 
 
楽市・楽座部会 
いわむらブランドの確立→農・商・工・イベントなど岩
村をまとめ売り出す。まちなみと体験をセットで。夜の
岩村を楽しめるように宿泊施設を作る。 
 
発表終了後、総合ファシリテーターとして金城学院大

学非常勤講師米倉彰一さんにまとめをしていただきま
した。 
生き生きしたワークショップと情報の共有ができて

いる岩村の現在の状況に感心され、強みは活かして前へ
進み、弱みはチャンスと捉えて、強み以上に強くしてい
くことができる、良い発想のものでもなかなか実現には
いたらないことが多いが、思い切って始めてしまえば前
に進むことができ、その力を持っている、などの意見を
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 
「岩村の未来予想図を 
描こう。目指すべき地 
域の姿と目標」につい 
て 11月 14日に話し合 
います。 

 



いわむら歴史再発見 vol.12  

●西町四面塔群とおこちょうさん 
 
本通りの西町西詰のやまとや旅館さんの隣りに、四面塔と呼ばれ

る２基の大きな石塔を中心とする石造物群があります。いつも献花

が絶えず、地元で大切にされていることが伝わってきます。 

四面塔は、一般には「題目塔」と呼ばれる日蓮宗の供養塔です。

文字の筆端をひげのように伸ばす独特の書体（これを髭題目といい

ます）で「南無妙法蓮華経」とお題目が刻まれているのが特徴で

す。２基は、それぞれ寛文６年（1666）と享保21年（1736）

に建立されました。享保の題目塔は裏面に「題目講中敬白」とあり

ます。講とは今の無尽のようなものです。日蓮宗の信者が集まって講

を作り、少しずつお金を出し合あって造立したのでしょう。 

四面塔の前には小さな自然石がまつられており、「おこちょうさん」と

呼ばれています。これには次のような伝説があります。 

「あるとき、岩村へ女の六部（※註）がやってきました。この人は

たいへん美しい、態度もなかなか上品な人で、名前を「胡蝶」という

のだと分かりました。家々に寄って経文を唱えて、いくらかの施し物を

もらっていましたが、身分のある人のなれのはてのように見えました。そ

の人が、伝染病にかかって、苦しんでいるのを、親切な人が介抱して

あげましたが、とうとうなくなってしまいました。「わたしの法力で、この土

地に伝染病をなくしてあげる」と、亡くなる前にお胡蝶さんは申されま

した。それ以来、この土地には伝染病はうつってこなくなったということ

です」(『岩村の昔ばなし余話』（いわむら町まちづくり実行委 

員会、1996年）から引用） 

江戸時代の町や村では、疫病や災いが入ってこないよう、その

入口に道祖神や妻の神（塞の神）、石仏などがまつられました。

これにまつわる「旅の途中で亡くなった人が親切にされたお礼に神と

なって村を守る」という伝説は各地にありますが、主人公が美しい

女性だというのが岩村らしいですね。 

 

※註 六部とは、六十六部を略したもので、書写した法華経を全

国六十六個所の霊場に一つずつ納めるために諸国の寺社を

巡り歩く行脚僧のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

西町四面塔群 

 

 

 

 

 
おこちょうさん 

 
（恵那市職員 三宅唯美） 

 

 

 

 

 

 

 

「温故知新」を校訓として 

岩邑中学校は校訓として「温故知新」を掲げています。これは、孔子の言葉である 
故（ふる）きを温（たず）ねて新しきを知れば、以て師となるべし。（論語為政第二より） 

からとられています。英語に訳せば「You can become the teacher if you can know new thing form merely old 
things.」となるそうです。歴史や文化の香りが漂う岩村にあって、当たり前にできているようで、実は、大きな課題
をもっています。生徒たちの暮らしの周りには、こんなにたくさんの「歴史や文化」があふれているのに、今、その「伝
承」が危ぶまれています。岩邑中学校では、ふるさと学習の中心に「温故知新」の活動を位置づけ、地域の皆様の力を
お借りしながら、生徒たちを岩村の歴史や文化に近づけるため、総合的な学習の時間から年間３５時間を使って８つの
活動を行っています。１年生から３年生までの縦割り集団でほぼ２週間に一度２時間続きの学習です。歴史や文化は人
が人を通して伝えていくものです。地域講師の先生方の指導を受け、生徒は、より歴史や文化の近くに引きつけられて
います。伝統として学ぶだけでなく、こうした活動から、「知新」に繋がるものが生まれてほしいと願っています。すで
に２０時間近く学ぶ中で、力を付けてきた生徒たちですが、２月には、学校の体育館で、温故知新発表会を予定してい
ます。この活動を通して岩村に誇りをもった生徒が生まれていることを見ていただければと思います。 

 

１．岩村の歴史コース    ２．岩村の味コース     ３．岩村の染め型紙コース   

４．雅楽コース       ５．絵手紙・竹細工コース  ６．弓道コース 

７．岩村の自然コース    ８．スケートコース 

 

 

 

 

 

今月は 

岩邑中学校 

岩村の味コース 岩村の歴史コース 岩村の自然コース 岩村の染め型紙コース スケートコース 



「いわっこクラブ」で、子どもたちと一緒に遊びませんか？   

 
 
 

 

１０月２０日のいわっこクラブはつくって遊ぼ、クラフト！ 

まつぼっくりや色々な材料で、みんなそれぞれ違った飾り付けができました。きれいなものができたかな？  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

  
１０月１７日（金）、大垣市スイトピアセンターにおいて「第３１回 平成２６年度岐阜県

障がい児・者の教育と福祉振興大会並びに岐阜県特別支援学校ＰＴＡ研修大会」が行われまし
た。これは、県内の特別支援教育にかかわる団体や学校などが一堂に集まる最も大規模な大会
です。 
その中で、特別支援学校に功労のあった個人や団体を表彰するイベントが毎年行われており、今年は、“城下町ホ

ットいわむら”様が、受賞者として選出され、特別支援学校ＰＴＡ連合会会長より表彰をされました。表彰の理由と
して、「夏まつり」をはじめ当校の児童生徒への支援・後援活動が継続的にあったこと、毎月発行されている当情
報誌に４年以上にわたって、当校の情報を掲載してくださっていること、定期的にグラウンドの整備をしてくださ
っていることなどが高く評価されました。当日は、瀬戸会長に遠路おいでいただき、写真にあります表彰を、参加
者約３００人の前で受け取っていただきました。 
日頃お世話になっている“城下町ホットいわむら”さんが、受賞されましたことを、心よりお喜び申し上げます。

おめでとうございます。そして、これからもよろしくお願いします。 
 

 

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。 

 

「ウインターコンサート」のご案内 
１２月６日（土）１３時１０分から「ウインターコ

ンサート」と題して、音楽鑑賞会を計画しています。
演奏は、中津川市民吹奏楽団・中津高等学校吹奏楽部、
恵那南高等学校吹奏楽部の皆さん約１００名です。 
この「ウインターコンサート」は、ここ岩村町に移

転する前から長年に渡り行われてきました。季節の
歌、最近の流行曲などを演奏します。１００人を超え
る楽団の演奏を聴視することはめったにありません。
この機会に、お誘い合わせのうえお聴きいただけたら
と思います。お待ちしています。 
１ 時間 ：平成２６年１２月６日（土） 

１３：１０～１４：４０（９０分） 
２ 場所 ：恵那特別支援学校 体育館 
３ 費用 ：無料 
 

大会の様子 感謝状 

ウィンターコンサート昨年の様子 

作り方を習います 

早く作りたいな－！ 

この材料で飾り付けをするよ 

きれいな飾り付けができました！ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

総数 5,291人 （▲3） 

男 2,550人 （▲6） 

女   2,741人 （+3） 

世帯 1,882世帯 （▲4） 

（     ）内は前月との比較 

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。 

★11月は『お茶碗にお絵かき』です★ 

※今回は参加申し込み者限定の乳幼児学級となっておりますので飛び入り参加はご遠慮願いますようお願い申し上げます 

開催日  11月２７日（木） 午前１０時（受付9時30分～10時00） 
場 所  岩村コミュニティセンター・大会議室  持ち物  汚れてもいい服装で 

※12月は『よい子のところにｻﾝﾀさんがやってくる！』『人形劇』です 
 

いわむらコミュニティセンター情報 

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION 

 

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION 

 

岩村町の人口（平成26年11月1日現在） 

『チョット昔の想い出話』 “奥深い竹細工” 竹酔会員 
平成１０年に公民館講座の「竹細工教室」として始まった会は翌年度から竹酔会として活動を続 
けています。何度目かの教室の時、受講生であった（故）永井孝雄さんが仲間の交流をはかろう 
と【竹・友を知る】を発行されました。笑ったり苦しんだりの教室の光景や竹の魅力などを書い 
てくださいました。今回、2回目に発行されたものを紹介します。 

≪竹・友を知る №2 竹細工教室1998.10.15≫ ご覧になりましたか秋祭りの『花籠』 

奉納札に（右図）と書かれた花籠を・・ 
 

これは文字通り、私たちのお師匠、成瀬さんが謹製された花籠です。よく観賞すると、底は「輪口編み」で始まり、立ち上がっ
て「六つ目編み」でふっくらと丸く上がり、首が細く、口はまた開いた見事な芸術品です。ご覧になれなかった方はまた来年のお
楽しみというところです。 

 さて、『竹へぎ』について今、多くの会員が「竹へぎ」で悩んでいます。これは、俗に「竹ごしらえ」と言って、笊や籠を編ん
だりするよりかえって困難とされているくらいで『竹裂き三年』の言葉があるように、この技術の習得は容易なことではありませ
ん。因みに、あの花籠（成瀬さん謹製）の材料は、６mの長さの竹が９０本、つまり、６m×９０＝５４０mで、成瀬さん
は最低に見積もっても、５４０mへがれたわけです。（間違いなく６００m余）あの名人にしてこれですから、『私たち凡
人においてをや』です。  

 一にも二にも努力と練習という事がお分かりいただけると思います。そして、「六つ目編み」と「竹へぎ」（竹ごしらえ）
について、『六つ目籠を１００個作れ。そして全部同じ形に作れるようになれば一人前である。』と言われています。これ
は六つ目籠の各部の材料は、同じ幅・同じ厚さの竹で、これを準備するには相当の熟練が必要で、同じ籠ができるようにな
れば「竹ごしらえ」の技術は大体上達の域に達したと言ってもいいのではないでしょうか。 

 

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10月～11月の岩村コミュニティセンター主な使用予定 
11月16日（日） 原音楽教室発表会      11月22日（土）   国際音楽の日記念コンサート 

11月27日（木） うたごえ喫茶           11月29日（土）   文化講演会「染物屋としての吉岡屋」 

11月30日（日） 岩村九条の会学習会     12月  2日（火）   地域懇談会 

12月  7日（日） 軽音楽同好会演奏会     12月13日（土）   下田歌子賞 

12月13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。） 

 

平成７年十月吉日 
奉 花籠謹製 

成瀬卓三 




