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ほっと・ホット・もっと 

ホットいわむらだより 

１１月下旬、京都「染司よしおか」現当主吉岡幸雄さんの講演に合わせて、城下町岩村に伝わる『染め

型紙』の歴史を今に伝えるワークショップが開催されました。（主催：岩村の歴史と文化と未来を語る型紙プ

ロジェクト）吉岡幸雄さんは現在 NHK Eテレ「趣味 DO楽」（火曜日）の講師として１月末まで出演されています。 

城下町岩村が誇る歴史と文化の証拠「染め型紙」 



 

速報！第１３回いわむら城下町のひなまつり 
 
平成 27 年 3 月 1 日（日）から 4 月 3 日（金）まで、春の恒例行

事となった「いわむら城下町のひなまつり」が開催されます。 
今回も地域の手作りのおまつりとして、お客様に楽しんでいただ

けるよう、いわむら城下町のひなまつり賑わい構想委員会が準備を
始めました。 
構想委員会では、一緒にひなまつりを盛り上げたい方やお手伝い

をしてくださる方を募集しています。あなたの得意分野や興味ある
部分でのご参加も OK です。 
皆様のご参加をお待ちしております。 
まず最初は恒例となったねんどびな・もちばな作りを１月 24 日

に開催します。ぜひお誘い合ってお越し下さい！ 
 
現段階でのイベント予定です 
３月１日（日） 
 

・オープニングセレモニー  ・ひなのクラフトフェア 
・お雛のあなただけ！クラフト体験  ・羽織っておひなさま気分 

３月７日（土）～
３月８日（日） 

・がんど打ちラリー 
 ※「おひなさん見せて」とお菓子をもらい歩く恵那地域の風習をゲームに 

３月８日（日） ・「おじいちゃんとぼく」アニメ上映とコンサート 
※佐藤一斎の教えをわかりやすく伝えるアニメの上映会とその教えを応援するアーティストによるコ

ンサート ※有料 

３月１５日（日） 
 

・女性に優しい女性のためのなべまつり  ・あなただけ！型紙体験 
・ここだけ！ひなまつりの筆文字教室 
※岩村在住の癒誌作家 伊藤一樹による書道体験教室 ※有料 

３月２１日（土） 
ひなの祝宴 
 第一幕 
 

・城下町音楽祭 ・ひなまつり音楽祭「MURAROCK」※有料イベント 
・宵のひなまつり ※岩邑小学校児童のひな灯籠でまちなみを幻想的に演出。春の夜店も出店。 
・夜の紙芝居 ・竹あかりアート（カナエリア） 
・ひな金魚 ※古くから縁起が良いと言われるおひなさまと金魚を飾る習慣を岩村でアレンジ 

３月２２日（日） 
 

・恵那・岩村 まちなか市 ・JR さわやかウォーキング  
・茅の宿でおひなさま会 

３月２９日（日）
ひなの祝宴 
 第二幕 
 

・ねんどびなコンテスト表彰式 
・着物の日 
 ※おうちで眠っている着物はありませんか。久しぶりに袖を通してお出かけ下さい。     
・羽織っておひなさま気分 ・春のまちなかビアフェスタ ・ひなまつりウエディング 

期間中 
 

○今だけここだけフォトコンテスト ※ひなまつり期間中フォトコンテスト開催。あなただけしか撮れないベス

トショットを楽しみにしています。 

○手作り雛を展示   ※ひなまつり開催に向けて住民が制作した手作り雛！今年は来場者の皆さんに気に入った

作品を投票しもらいコンテストを開催いたします。どんどん投票してくださいね。 

主催：いわむら城下町のひなまつり賑わい構想委員会  お問い合わせ先：岩村振興事務所 大木 TEL43-2111  

お知らせ：駅前イルミネーション 
 
凍てつく岩村の冬の夜に、心を温める灯りがきらめく・・・

明知鉄道岩村駅前では、恵南商工会岩村支所青年部による、
夜間イルミネーションが実施されています。たくさんの電
飾で飾られた駅前は、さながら光のミュージアム。是非足
を運んでご覧ください。 
 
 
 
 
 
 
 

 
      
 
 

[日  時] 12 月26 日(金)まで 17 時～23 時 

[場  所] 明知鉄道岩村駅 

[問合せ先] 恵那市恵南商工会岩村支所 

[問合せ先]  電話 0573-43-2636 

報告:小布施町視察研修 
１１月２６日岩村地域三学委員会の先進地視察として
長野県上高井郡小布施町へ研修に行ってまいりました。
当日はあいにくの雨模様でしたが、関東圏、中京圏から
の大勢入り込みがあり活気に満ちていました。 
今回は株式会社でまちづくりをおこなっている「ア・
ラ小布施」さんにお話をうかがいました。１０年ほど前
から事業を開始、現在はゲストハウスやガイドセンター
の運営、音楽祭などイベントの開催、農業振興などの事
業を展開しています。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
また長野県須坂市の古民家を利用したゲストハウスに
も足を伸ばし、経営者の方のお話をうかがいました。 
岩村町のまちづくりへのヒントとなるところも多く、
帰りの車中で視察の感想を踏まえた意見交換もおこな
われ、寝る間もありませんでした。 
 

ねんどびな・もちばな作り 
 
 
 
 
 
 
 
日時  平成２７年１月２４日（土） 

午後１時３０分～３時 
場所  岩村コミュニティセンター 



平成２６年度地域懇談会開催 
１２月２日（火）、岩村地域懇談会が開催されました。地域

懇談会は、市政や地域の課題、まちづくりについて、市民と行政が

共に考えて意見交換する場として毎年一度、地域自治区ごとに開

催されています。今回は地域住民 80余名の参加と、岩村町選出

の市議会議員 3 名、市長・副市長・各担当部長の出席で行われ

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

懇談会は最初に行政から、第二次恵那市総合計画について説

明があり、その後地域協議会から、地域計画の策定状況について

説明。また地域からの課題として（1）振興事務所の空きスペース

活用（2）地域づくり補助金（3）認定こども園（4）中学校再

編の４点について提案し行政からの回答を受けました。後半は参

加者からの意見、質問を受け付け、中学校在り方検討委員会の

説明、学童保育についてなどの質問があがり、担当部長が答弁し

ました。 

岩村地域計画策定会議全５回終了 
平成 26年 11月 14日（金）第 4回岩村地域計画策定会

議が開催されました。今までの 3 回の会議で話し合ってきたことを、

目指すべき地域の柱として 

 

①訪れたいまち 

②住み続けたいまち 

③子どもの笑顔あふれるまち 

 

の３項目として、より具体的な取組内容と、いつまでにどこが主体と

なって行うかということについて話し合い、さまざまの立場や視点から

意見が出されました。 

続いて平成 26年 12月 11

日（木）第 5回岩村地域計

画策定会議が開催されまし

た。最終回ということで、今まで

の話合いで出た課題につい

て、その中でも特に力を入れて

取り組むべき重要課題は何か

ということについて話合い、 

計画のキャッチフレーズ案を各グループが発表しました。 

これらの意見を事務局サイドでまとめ 77名の委員からメンバーを

選定の上、調整と確認を行い３月に市長に答申する予定です。 

観光アドバイザー 今村まゆみ氏来町 
１２月 5日（金）、観光アドバイザー今村まゆみ氏をお招きして観光講演会を開催しました。今村氏は元じゃらんガイドブック編集長 

で、現在は「街づくりカウンセラー」として活動し、地域アドバイザーや講演・ワークショップを全国各地で

行っています。 

当日は雪のちらつく冷え込む日でしたが、半日かけて岩村をくまなくめぐり、夜に講演会、翌日は関

係者と座談会を行いました。 

講演会は「岩村の魅力と課題、メディアを惹き付ける情報

発信」という演題で、地域ブランドや効果的な情報発信のほ

か、外国人観光客を迎え入れるこつなどをわかりやすくお話

頂きました。講演会の中で先生も初めて行った手法という、 

「岩村の近未来予想図」として数年後の岩村として事例発表のように行ったプレゼンについて

は、自然と発生した拍手に先生も感激したとのことでした。先生曰く「岩村はホスピタリティ（お

もてなし）が高く、人のちからとつながりが強いまち」との評価で、先生の描いた予想図を裏切ら

ない観光まちづくりを行い、これからもご縁を大切にして検証をして頂けたら、と考えています。 

報告：11/15 資源回収 

 ～小中学校合同資源回収～ 
１１月１５日、小中学校合同の資源回収が行われました。当日

は、子ども達や保護者の方々に加え、地の皆様方にもご協力を頂

いたおかげで無事終えることができました。本当にありがとうございま

した。 

資源回収の収入につきましては、子ども達のために有効に活用させ

ていただきますので、今後も、小・中校のＰＴＡ活動に対するご理

解とご協力をよろしくお願い申し上げます。 

右表は、今回の資源回収の収益と新聞などの収集量です。ご紹

介させていただきます。 
 
 

品目 回収量 売却額 

  新聞紙（kg） 41,560  540,280  

  雑誌（kg） 21,200  226,600  

  ダンボール（kg） 14,920  190,160  

  飲料用紙容器（kg） 220  2,860  

  繊維類（kg） 4,910  29,460  

  アルミ缶（kg） 270  18,900  

  一升びん（本） 192  192  

  ビールびん（本） 203  406  

  ビールケース（個） 3  600  

小計 83,478  1,009,458  

地元商店に興味津々 

平日夜の講演会に大勢集まりました 



いわむら歴史再発見 vol.13  

●武並山の武並神社跡 
 
明けましておめでとうございます。今年は武並神社が現在

の天王山に遷座してちょうど 100 年にあたる年です。 
矢坪工業団地の西に、岩村のどこからでもよく見える美し

い山容の山があります。標高 658ｍの武並山です。この山
頂近くに恵那市指定史跡「武並神社跡」があります。大正４
年（1915）に遷座するまで、神社はここにありました。 
移転前の様子を、大正 15 年（1926）に著された『岩村

町神社史』は「急坂を登り鳥居を潜れば石灯籠両基相対し、
前は広場にて右方に籠堂ありしが之は早く取毀たれていた。
進むこと約二十余間、低き石段あり。石段の上細長き平地を
左すれば井戸あり。村人が日乞い雨乞いには御籠して此の井
を浚えたと伝えられ、少し山を登れば幾百年を経し神木の大
杉があった。石段の前に石灯籠両基あり。さらに石段を昇っ
て拝殿に達するのである。山深く木立繁き神域は、昼なお暗
く、打つ柏手の木魂にひびくとき、一種厳粛な気に満ちるの
であった。」と述べています。 
実際に現地を訪れてみると、参道の坂を登りきったところ

が、今の武並神社より何倍も広い平坦地（広場）になってい
ます。鳥居があったと思われる場所の右手には、『神社史』
には書かれていませんが、方形の大きな池の跡があります。
中央に中島が設けられているので、弁財天が祀られていたの
でしょう。 
石碑が建てられています。往時は、土壇の斜面は石垣とな

っており、中央に石段が設けられ、玉垣が巡らされていまし
た。これらは遷座のときに大半が運び出され、現在は残って
いません。現在の武並神社の石段、石垣に用いられたのでし
ょう。 

 
広場を見渡すと、あちこちにご神木の切り株がありま

す。どれも直径が２ｍを超えており、往時の境内を彷彿と
させます。また、『神社史』で籠堂があったとする場所の
さらに奥にも広い平坦地があり、一角には池の跡と思われ
る大きな窪地があります。江戸時代に神宮寺のあったとこ
ろでしょうか。 
元禄 16 年（1703）の『濃州恵奈郡岩村差出帳』（村の

明細帳）には「当村氏神武並之森壱里廻御竿除地」（当村
の氏神である武並神社の森は一回り４km あり年貢免除の
地である）とあります。参道や周囲の斜面も含めた広い範
囲が社地であったことがうかがわれます。 
【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） 
 

 

 

 

 

 

 

地域に方々に支えられて・・・ 

１０月下旬から１１月にかけ、連日行事続き。ふれあい列車遠足で明智保

育園児と交流してきました。予備日にはお弁当を持って、富田会館へ行き、

帰りには近くの小川さん宅で籾を貰って帰りました。前日には、服部さんの

畑で地域の方の協力も得て、みんなでサツマイモ掘り。また、今年もリック

さんにハロウインは、１年中で一番怖い日。お化けが来ないように、パンプ

キンに怖い顔を彫って玄関先に置くことを学びました。グループホーム｢く

わのみ｣に交流には年中組。年長組は、親子でバスに乗り東山動物園に行き

ました。焼き芋会には老人クラブの方々が、子ども達にお菓子のお土産を携 

えて来園され、子ども達に馴染みの富田の加藤さんのマジックを見せて貰った後、一緒に焼き芋の会食。また祖父

母参観日もあり、毎日が子ども達にとっては楽しい日々となりました。小川さん･服部さん･リックさん･老人クラブ

と、地域の方々のご厚意で楽しい日々を過ごさせて貰っています。『岩村保育園ていいな！！』感謝！感謝！です。 

 

 

今月は 

岩村保育園 

本殿跡に建つ 

「舊址」の碑 

藩主邸跡から 

武並山を望む 

 



「いわっこクラブ」で、子どもたちと一緒に遊びませんか？   

 
 
 

 
 
 １１月２日の活動はおかげまつりに参加！ 子どもたちが作ったお米で五平餅やポン菓子を作る体
験コーナーや、色々な飾りを使ったクリスマスクラフトコーナーを設けました。いわっこクラブの子たちはも
ちろん、多くの一般の子どもたちも参加して楽しんでくれました。 
  
 １１月１７日の活動は、これも自分たちの作ったお米を使って、おいしいおやつを作りました。２枚に切ったレンコンの間に、レンコン
のすり下ろしとご飯を混ぜ合わせたものをサンドし、弱火で焼きあげたものです。普段レンコンを食べない子どもたちも、もちもちとした食
感においしく食べていました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

  
 １１月７日（金）８日（土）に当校の学校祭「知新祭」がありました。１１月７日（金）は、
児童生徒による演劇発表、翌８日（土）は、児童生徒の演劇発表に加え、中学部生徒、高等部生
徒による「ロックビレッジバザール」が催されました。岩村町のみんなさんを中心に地域の方々
が多く訪れてくださり、今年も盛大に行うことができました。紙面をお借りしてお礼申し上げます。ありがとうござ
いました。 
 次回「ロックビレッジバザール」は、２月５日（木）、６日（金）に岩村町内で行う予定です。詳しくは、本誌次号
でお知らせいたします。 
 

 【３学期の予定】 
１２月１９日（金） 第２学期 終業式 

１２月２０日（土） 冬休み  １月７日まで 

平成２７年  

１月 ８日（木） 第３学期 始業式 

  ２０日（火） 授業参観日 

  ２５日（日） 成人を祝う会 （卒業生同窓会） 

２月 ５日（木） 「ロックビレッジバザール」 岩村町内 

   ６日（金） 「ロックビレッジバザール」 岩村町内 

  １２日（木） 「平成２７年度 高等部入学者選考検査」 

  １９日（木） 高等部合格者発表 合格者説明会 

  ２０日（金） 小学部・中学部入学説明会 

３月 ５日（木） 「高等部 卒業証書授与式」 

  ２０日（金） 「小学部・中学部卒業証書授与式」 

  ２５日（水） 修了式 

  ２６日（木） 学年末休業日  ３月３１日まで 
 

「知新祭」の演劇  

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。 

 

自分で焼いた 
五平餅はおいしいね！ 

上手にできるかな？ 

 

レンコンとご飯を 
混ぜ合わせよう 

うわぁ！おいしそう！ 
 

「ロックビレッジバザール」 



 

 

 

 

 

 

 

 

総数 5,285人 （▲6） 

男 2,546人 （▲4） 

女   2,739人 （▲2） 

世帯 1,884世帯 （+2） 

（     ）内は前月との比較 

乳幼児学級へのお誘い!!   

★12月は『よい子のところにｻﾝﾀがやってくる！＆人形劇』です★ 
 ※前回、乳幼児学級で『お茶碗にお絵かき』をされた生徒さんはｸﾘｽﾏｽﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄとして 

 お渡しいたしますので受け取りに来てください。 

 開催日  12月18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 
 注意事項！風邪・インフルエンザが流行りだしております。来館される前にお子様の体調をよく把握しお連れください。 
 ※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 
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岩村町の人口（平成26年12月1日現在） 

『チョット昔の想い出話』              カトレア会 絵手紙 会員 

今までの人生を振り返りみると本当に、あっという間でした。あとどのくらいのこされているのか？ 
毛頭分りませんが一日一日を大切に生きたいと思ってます。 

 今、日本は【地震・豪雨・豪雪・猛暑・竜巻】そして突然の【御嶽山の噴火】などの味噌有の出来 
事で沢山の方の命が奪われました。また、この世に命を授かりながら【親が子を・子が親を】殺める 
悲惨な事件が毎日のように流れてきて心が痛みます…。《私たちの人生は一度しかない片道切符です》今ある自分に感謝し命を大
切に生きなくてはいけません。   
 最近の私は、五体のあちこち歪みやガタがきて病院と仲良しになり人生の焦りを感じる年齢になりましたが幼き頃の四季折々の
思い出が明日への活力となっています。 
 春、三月の終わる頃はまだ冷たい田んぼに素足で[つぼ]を採りに六人の姉妹で行ったものです。四月三日のお雛様に味噌汁にし
て供えるため木製の二斗樽いっぱいになるまで田んぼに出向いたものです。小さい妹達は畦道で両手に「フーフー」と息をかけて
待っていました。 
 夏には、川へ泳ぎに。やはり姉妹と近所の子ども達でキュウリを持って出かけたものです。川に潜ると沢山の川魚が泳いでいる
のが見え、男の子達は石の下に手を入れ上手に魚を握り捕まえ私たちに自慢げに見せてくれました。その魚は可哀想なので逃がし
ました。家から持ってきたキュウリは川を堰ぎ(ｾｷﾞ)、冷やして皆でかじり食べたものです。 
 秋には近くの山へキノコ採りです。近所の子と腰に篭を着けて大きな子を先頭に一列になって山に入ります。先頭の子が【カワ
タケ・ロウジ】を採ってしまうので、小さい子等【アカタケ・イクチ】です。 
 冬には、田んぼに水を張り兄の手づくりソリに乗り田んぼの中を兄に引っ張ってもらい遊んだものです。氷が薄い所で兄が「ド
ボン！」と落ち込み慌てて兄を引っ張るうちに自分も田んぼの中に落ち、ずぶ濡れになり家に帰ったものです。 
  今では川の水も田んぼの水も汚染…魚も[つぼ]も見えなくなり野山には熊が出て猿や猪が人間の生活を慄かしています。私の
幼い頃のように山や野や川で姉妹や友達と走ったり転んだりして遊ぶ子ども達も少なくなりました。 《世の流れでしょうか…》 
七十歳を越えようとしている私には幼い頃の思い出がたくさんあります。亡き父や母が私をこの世に生かしてくれたことに感謝

し残された人生を、「慌てず・焦らず………歌を唄い・ダンスを踊り・絵手紙を描き・俳句を詠み」充実した日々を送りながら、
明日に向かって今日も頑張っています。 

岩村コミュニティセンター お知らせ2 「岩村町民展」及び「岩村文化芸能発表会」の開催について 

今年度の町民展及び文化芸能発表会は、来春の下記のとおりに開催する事となりましたのでお知らせします。  

  町    民    展   平成27年3月14日（土）～15日（日）   
  文化芸能発表会   平成27年3月15日（日） 
  募 集 時 期    町民展・文化芸能発表会共に 平成27年1月31日（土） 
  町民展運び込み  平成27年3月13日（金） 

 

11月～12月の岩村コミュニティセンター主な使用予定 

12月21日（日）恵那市体育連盟公演会      

 1月13日（火）中学校あり方検討会 

 1月18日（日）加藤規子・新春ロビーコンサート   

 2月27日（土）言志四録特別講座 

 

岩村コミュニティセンター お知らせ1岩村コミュニティセンター年末・年始休館について 

平成26年12月27日(土)～平成27年1月7日(水)まで 

 

岩村コミュニティセンター お知らせ3新春ロビーコンサート 

恵那の歌姫・加藤規子さんの素敵な歌声を届けます 

平成27年1月18日(日)10：00 

 




