
   

   

 

  

  
 

 

       

 

 

 

 

 

 
 

 

 

広報いわむら 

 

＊いわむら城下町のひなまつり情報 

＊ホットいわむら大分県竹田市視察報告 

＊ＴＶ放送続々 

 

 

 

発行/城下町ホットいわむら 

〒509-7403 恵那市岩村町 209 番地 4 

http://www.hot-iwamra.com 

平成 27 年 2 月 13 日発行 №42 

 

ほっと・ホット・もっと 

ホットいわむらだより 



  
 

○3月 1 日（日） 

●オープニングセレモニー （11:00～ 枡形特設ステージ） 
●ひなのクラフトフェア  （10:00～15:30 岩村本通り） 
●お雛のあなただけ！クラフト体験 （10:00～15:00 庚申堂） 
●羽織っておひなさま気分 （13:00～16:00 勝川家） 

○3月 8 日（日） 

●がんど打ちラリー （10:00～13:00 岩村振興事務所受付・スタート） 
●「おじいちゃんとぼく」アニメ上映とコンサート（15:00～ 岩村コミュニティセンター） 

○3月 15 日（日） 
●女性に優しい ここだけの鍋まつり  （12:00～ 岩村本通り内） 
●あなただけ！ 型紙体験 （10:00～15:00 土佐屋） 
●ここだけ！ ひなまつりの筆文字教室 （10:00～11:30 勝川家／要予約） 

○3月 21 日（土） ひなの祝宴 第一幕 

●城下町音楽祭 （12:00～17:30 岩村本通り） 
●ひなまつり音楽祭「MURAROCK」 （13:00～19:00） 
◆宵のひなまつり（17:30～20:30） 
●夜の紙芝居 （18:00～ 勝川家）●竹あかりアート＝「カナエリア」●おひなさまに金魚さま （勝川家） 

○3月 22 日（日） 
●恵那・岩村 まちなか市 （9:00～15:00 岩村本通り） 
●ＪＲさわやかウォーキング スタート受付（8:30~11:00 明知鉄道岩村駅） 
●城下町和太鼓練り歩き  （11:00～） 
●茅の宿でおひなさま会  （10:00～15:00 岩村町富田 茅の宿） 
●上町江戸小路 
●百円商店街 （岩村本通り） 

○3月 29 日（日） ひなの祝宴 第二幕 

●手づくりねんど雛コンテスト表彰式 （11:00～ 枡形特設ステージ） 
●着物でおでかけ 
●羽織っておひなさま気分 （13:00～16:00 勝川家） 
●春のまちなかビアフェスタ （11:00～16:00 庚申堂前） 
●ひなまつりのウェディング （12:00～ 枡形特設ステージ）  
●ひなの呈茶会 （10:00～15:00 勝川家） 

○期間中 
●今だけここだけひなのフォトコンテスト 
●町家めぐり ひなのスタンプラリー 
●手づくりねんど雛を展示 

※赤丸●は有料イベントです。 
※イベントチラシは、恵那市観光協会岩村支部（町並ふれあいの舘）や岩村振興事務所等に置いてあります。詳細はチラシを
ご確認のうえ、お出かけください。お問い合わせ 43－3231（観光協会岩村支部） 43－2111（岩村振興事務所） 

日にち：平成 27 年3 月1 日（日）～4 月3 日（金） 

主催：いわむら城下町のひなまつり賑わい構想委員会 

共催：城下町ホットいわむら、恵那市恵南商工会女性部岩村支部 

   恵那市観光協会岩村支部 

展示数：110 ヶ所 約3200 体 

今年も 1ヶ月の間、城下町にたくさんのひな人形が飾られる他、

クラフトフェアや音楽祭、フォトコンテストなどの新企画も盛り

だくさんです!!! 

女性部が始めて岩村の春の風物詩として定着したひなまつりも

13回目を迎えました。住民一体の取り組みを続けてきて、いつの

間にか東濃圏最大規模にまで成長してきました。岩村町内の皆様

にも是非会場やイベントに足を運んでいただきますよう、よろし

くお願いします。 



報告：ねんどびな・もちばなづくり 

 ～今年は気合い入れました！だってコンテストがあるんだもん～ 
 

１月２４日、岩村コミュニティセンターにて、「ねんどびな・も

ちばなづくり体験」が行われ、親子連れなど 90名の参加者があ

りました。 

参加者はまず最初に竹筒を選びます。竹も地元でスタッフの頼

もしいおじさまチームが取ってきたものです。その竹筒に合うサ

イズのねんどびなを思い思いに作ります。使う粘土は樹脂粘土。

赤、青、黄色、白、黒を準備しました。それ以外の色は混ぜて作

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

約 2 時間で粘土びな 63対、もちばな約 200 本が完成しました。 

ねんどびな作りはこれで４回目。見本にしたいものを持ってい

らっしゃる方もみえて、力作ぞろいとなりました。 

完成したねんどびなは、3 月 1日から開催されるいわむら城下

町のひなまつりで、岩村本通りの「勝川家」に展示されます。来

場者が投票を行う「ねんどびなコンテスト」もあります。あなた

のお気に入りのねんどびなを見つけて投票して下さい。 

 

お知らせ：観光案内充実プロジェクト！ 

今年度、観光協会岩村支部「町並みふれあいの舘」のリニューアルに伴い、観光関係事業所をご紹介する BOXの設

置レンタルという新たな情報発信の取組みを始めました。 

 

テーマは「人と人が触れ合える場所と岩村町の誇る人、物、景観、歴史をご案内できる空間へ」 
 

早速、工夫を凝らしたレイアウトをしてきてくれたのは「のれん」や「自作の手作り人形」などなど…かわいらしい

和小物を扱う「あしざわや」さん！ 

お休み茶処に用意してあるお茶を飲んで、季節によっては絶品の漬物をいただけたりしながらお土産を選ぶのがオス

スメ。 

今後もＢＯＸには協会会員さんの商品やＰＲグッズが

続々と並んでいく予定です。ふれあいの舘は町の皆様にも

ぜひお寄りいただきたいスペースへと変わっていきま

す！ 

 

今後も訪れる方の目線になり、岩村の観光と勘考をどし

どしご紹介させて頂きます 

また、観光物産スペースも同時開発中ですのでお楽しみ

に！ 

（観光協会岩村支部） 

 

 

もちばなは商工会女性部のみなさんを中心に作ります 

心をこめてつくりました。みんな見に来てね～ 



 

報告：大分県竹田市視察研修  

～観光先進地に学ぶ地域資源の磨き方～ 

  
 

1 月 25・26日、城下町ホットいわむらのメンバーを中心と

した 12 名で、大分県竹田市に視察研修に伺ってきました。 

竹田市とは、昨年末に竹田市首藤市長が恵那にて講演を行い

交流が生まれたことから、観光先進地としての実際を現地で

学ぶために実現しました。 

両日とも竹田市市役所の職員の方に同行していただき、岡城

跡や城下町、久住高原などの観光史跡・名所を案内していた

だいた他、観光協会の取り組みのレクチャーや、移住定住支

援に携わる施設などを紹介していただき、地元との方々との

交流も生まれ、一同大変刺激を受けた視察となりました。 

 

●大分県竹田市はどんな街？● 
大分県南西部に位置し、周辺はくじゅう連山などの

1,000m 級の山岳に囲まれた、竹田湧水群や久住高原を持

つ自然豊かな市です。竹田市出身の作曲家、滝廉太郎が「荒

城の月」の構想を練った「岡城」があることで知られる城

下町でもあります。 

少子高齢化の進み具合は県下でも著しいレベルとなって

いますが、総合的なまちづくりの視点から取り組み、現在

では「住みたい田舎ランキング」第 3位に数えられるまで

になりました。 

現市長である首藤勝次氏が考案した、「温泉療養保険シス

テム」をはじめ、数々の先進的なアイディアにより取り組

むがなされていますが、そのベースとなるのが、「ＴＯＰ運

動」と呼ばれるスローガン。 

●Ｔ＝ 竹田のＴ、勇気ある挑戦にトライするＴ 

●Ｏ＝ オリジナル、オンリーワンのＯ 

●Ｐ＝ プロジェクトのＰ 

「竹田市でしかできない、竹田らしい政策で全国トップレ

ベルの魅力ある自治体に育っていこう」という合言葉！ 

こうした地域活性化への取り組みは、岩村に置き換えられ

る目線だけでなく、まちづくりに共通する本質という点で、

学ぶことの多い地域です。 

今回の視察を通じて生まれた交流を今後に活かし、同じ城

下町として、地方の持続的発展・伝統文化の継承の底上げ

にお互い切磋琢磨していけるように、私たちも取り組んで

いきます。 

全国のお茶の間に岩村が流れましたよ 

１月２２日（木）ＮＨＫ ＢＳプレミアム 

ニッポンぶらり鉄道旅   

１月２８日（水）ＮＨＫ総合テレビ 

ひるブラ  

 

1月は立て続けに岩村がメディアに登場しました。 

まずはじめは ＮＨＫＢＳプレミアム ニッポンぶらり鉄道旅で

「発見！日本一 明知鉄道」で明知鉄道沿線の日本一をめぐる

旅の中で、茅の宿とみだと富田の農村景観が取り上げられまし

た。 

 

続いてＮＨＫ総合テレビのひるブラでは「奥にお宝！？女性が支えるおし

ゃれ町」として本通りから約１５分間、生放送されました。事前の取材、前

日からの大勢の撮影クルーなど、番組制作にたくさんの時間が費やされ、手

間暇かけられていることを垣間見ました。 

 

全国放送の影響はいかがでしょうか。町外の方から、見たよ、とよく声はか

けられますし、観光協会岩村支部や振興事務所へ放送後から問い合わせ

のお電話が増えつつあります。ひなまつりの賑わいにつながるといいですね。 

 



岩村振興事務所機能の移転について 

 

 

 

 

 

 
 

12 月 2 日に開催された岩村地域懇談会で、岩村地域協議会

から地域の課題として、教育委員会が本庁に移転した後の岩村庁

舎の利活用について質問をしました。これは、教育委員会等が移

転し、岩村庁舎は岩村振興事務所と畜産ｾﾝﾀｰの２部署のみとな

り、岩村庁舎には大きな空きスペースができるため、岩村地域協議

会で 5 月に岩村庁舎の利活用について町民アンケートを実施し

（ホットいわむらだより7月号参照）、この結果を参考に岩村地域

協議会で検討した結果をまとめ、11 月に「恵那市の歴史資料館」

を中心とした観光まちづくりの拠点、お休み処等の機能を備えた複

合施設としての整備を市に要望したことに伴うものです。 

このことについては、市から平成 27 年度に改築が可能かなども含

め検討されるとの回答がありました。 

一方で、市ではコミュニティーセンター内に振興事務所と公民館を

置き、一緒に管理するように進めており、現在、市内１３町では笠

置町と岩村町以外の地域は、同一施設または隣接した施設で運

営しています。岩村町でも、岩村庁舎の利活用と共に振興事務

所のコミュニティーセンターへの移転に向けて平成27年度に地域住

民のご意見を伺いながら検討することにしていますのでよろしくお願

いします。 

 

外国人誘客のための 

観光おもてなし勉強会を 

開催します！！  
 

本年度岩村町では、県の補

助金を受けて観光客 30万人

から 100 万人を目標に、

Wi-Fi整備やまち並み放送設

備等の事業を行なっています。 

昨年日本へ訪れる外国人観

光客は 1000万人を超えまし 

た。そこで、確実に増加している外国人観光客を岩村へ誘客す

るための、おもてなし勉強会を開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人がもとめているものは一体なんでしょうか。それは、その土地

に住んでいる人とのふれあいです。それは外国人に限られたことでは

ありませんが、文化や言語が違う外国人と接する心構えや、外国

語が話せなくても気軽にコミニュケーションをとるための「指さし会話

帳」による勉強会を 3 月に開催します。詳細は、3 月 1 日の町内

回覧にてお知らせしますので、是非ご参加ください。 

「おじいちゃんとぼく」アニメ上映とコンサート 

  ３月８日（日）１５時～ 岩村コミュニティセンター大ホール 

 

    入場料 一般 3,500 円 高校生以下 1,000 円 

        チケットおもとめは 岩村コミュニティセンター（43-3722） 

いわむら一斎塾     （43-5087）  まで 

 
岩村藩出身の儒学者 佐藤一斎の教えをわかりやすく伝える絵本「おじ

いちゃんとぼく」のアニメが完成しました。 

ひなまつり期間中でもある３月８日に岩村コミュニティセンターで、アニメ

上映会と、一流の音楽家によるコンサートを開催します。 

プログラムは第一部は馬頭琴や歌を、第二部はアニメの上映、地元小学

生による「スーホの白い馬」の朗読、アニメ主題歌「まんまるオーケストラ」の

合唱、第三部はテノール歌手による「誰も寝てはならぬ」、馬頭琴とピアノと

シンセサイザーによる「チャルダッシュ」などクラシックの名曲を楽しむことができ

ます。 

ぜひご家族でお出かけ下さい。 

 

大きな空きスペースとなっている振興事務所１階 

Ａｎｊａｎａ
ｉｄｅｓｕｙ
ｏ 



いわむら歴史再発見 vol.14  

●岩村の町をもっと知るために 
小島幸吉著『地域的聚落史的に眺めた岩村城下町』 

 
最初にお詫びです。前回「武並山の武並神社跡」の中で、

文字が消えてしまい意味の通じない個所がありました。左
段の下から５行目です。 

(誤)「石碑が建てられています。」 
(正)「広場の突き当たりには一段高く、一辺 30ｍくらい

の方形の土壇が築かれています。本殿、拝殿があった場所
で、中央の本殿跡には「村社武並神社鎮座舊址」と刻まれ
た石碑が建てられています。」 
申し訳ありませんが、加筆をお願いします。 
 
さて、今回は武並山の武並神社への道を紹介します。参

詣の人たちや秋祭りの神輿渡御行列が歩いた道です。 
本通りを下っていくと、天王山の麓、現在の武並神社入

り口のところで道が二つに分かれ、真ん中に道しるべが立
っています。道しるべには「右武並道」「左なこや（名古屋）
道」と刻まれています。そこで右に道を進め、国道 257 号
一色交差点に出ます。少し西に行くと、石室千体仏の登り
口のところで左へ入る道がありますので、ここを下ってく
ださい。沢を渡って左に進み、右手に見える住宅に入る登
り坂が本来の道ですが、現在はパックス岩村工場の敷地内
で通れませんので、ぐるりと迂回してイワビシ岩村工場ま
で行きましょう。分かりにくいですが、イワビシさんに向
かって左側の尾根に道があります。 
ここからは昔からの道が残っています。道幅は意外と広

く、自家用車が楽に通れるくらいの所もあります。また、
急坂を掘り割りにしてなだらかにしている所もあります。
現在は道として使われていないので、雑木や草が生い茂っ 

ていたり、笹藪になっていたりしている個所もあります
が、頑張って通り抜けましょう。 
しばらく登っていくと平坦な場所に出ます。右手の路傍

に馬頭観音の石仏が建っています。浮き彫りの観音像の両
側に「右うふつな」「左くほはら（久保原）」と刻まれてお
り、道しるべを兼ねていることが分かります。「うふつな」
は産土で武並神社のことです。この石仏から少し登ったと
ころで道が二又に分かれていますので、本来はそこに建っ
ていたのでしょう。道しるべに従って右に進みます。ここ
からが参道の始まりで、神社の神域に入っていきます。こ
こからは前回紹介したとおりです。 
ところで、道の両側にはところどころに人工的な平坦地

があります。田んぼや畑だった場所です。武並山は 50 年
ほど前までは植林があまりされておらず、畑や草山になっ
ていました。樹木に遮られることなく、お城や城下町が一
望にできたことでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
（恵那市職員 三宅唯美） 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
厳しい寒さの中、インフルエンザのはやる時期になりました。４年生は学級閉鎖になったため別の日に実施すること

になりましたが今年も元気にスケートを楽しみました。おじいさんおばあさんの時代には、八幡神社の下にスケート場
があったり地区の田んぼに水を張りどこでもスケートができました。お父さんお母さんの時代には、恵那峡や瑞浪にも
スケート場があり、本校では中津川市の川上にスケート場に行っていたものです。 
 現在は、クリスタルパークができ恵那市の子ども達全員がスケートを楽しめるようになりましたし、中学生になると
全国大会に挑戦する子たちもたくさん出てきました。この時期・この地域ならではの冬のスポーツをみんなで楽しみた
いものですね。 

 

今月は 

岩邑小学校 

一色の道しるべ 旧参道入り口の馬頭観音 



「いわっこクラブ」で、子どもたちと一緒に遊びませんか？   

 
 
 
 
 
寒い日が続きますが、いわっこクラブのみんなは寒さにも負けず元気いっぱい！  
１２月１５日の活動は、お手玉やコマ回しなど、普段体験できない昔の遊びを地域の方に教えてもらい、夢中で

遊びました。 
１月１９日は、ぷち運動会を開催し、保護者と実行委員も加わり、多くの種目を行いました。 
宅配便リレーでは、風船を段ボールで挟みながら競争！風船を割らないように、落とさないようにと、難しかっ

たですね！風船バトルは、玉入れの風船バージョンで、風船を輪に入れるチームと出すチームに分かれて競い、子
どもも大人も大はしゃぎ！ 

 今年度のいわっこクラブの最後の活動はとても盛り上がりました。1 年間、地域の講師、ボランティアの方々
のご協力、地域行事に参加させてもらったりと、多くの方のおかげで楽しく活動できました。ありがとうございま
した。次年度もよろしくお願いします。 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
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 

  
２月５日～７日に、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。 
２月５日（木）、６日（金）は、岩村町内「岩村振興事務所」にて行いました。昨年までは、「上
町まちなか交流館」を利用させていただきましたが、今年はより広いスペースが使える「岩村振興事務所」に場所
をお借りしました。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、盛大に行うことができました。
ありがとうございました。 
続く７日（土）は、恵那駅前の「バロー恵那店」の催事場に場所を移して行いました。スーパーなど、お客さんが
多く集まる場所での開催は今回が初めてでしたが、恵那特別支援学校のことや「ロックビレッジバザール」ことを
広く知っていただくために、お客さんの出入りがより多い場所を使わさせていただきました。 
平成２６年度の「ロックビレッジバザール」は、今回で終了いたしますが、来年度以降も行っていく予定ですので
よろしくお願いします。 

  恵那市公式キャラクター「エーナ」ちゃんも登場。お客さんの呼び込みに一役かってくれました。 
 
 

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。 

 

恵那特別支援学校 
３月の予定 
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 

 今回販売した作品・製品の数々 



 

 

 

 

 

 

     岩村コミュニティセンター お知らせ 

「いわむら文化まつり」の開催について 
今年度の町民展及び文化芸能発表会を、「いわむら文化まつり」として 

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） 

 

 

 

 

総数 5,270人 （▲7） 

男 2,729人 （+1） 

女   5,270人 （▲8） 

世帯 1,885世帯 （▲2） 

（     ）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 

 

2月～3月の岩村コミュニティセンター  主な使用予定 
2月22日（日）健康とｽﾎﾟｰﾂｼﾝﾎﾟｼﾞｭｳﾑ                  2月25日（水）歌声喫茶 
2月26日（木）乳幼児学級                         3月1日（日）観光交流室 
3月 4日（水）こぎつねﾜｰﾙﾄﾞ                         3月5日（木）保育所保護者会 
3月6日（金）中学校茶話会                         3月8日（日）恵那市少年消防隊終了式 
3月8日（日）アニメおじいちゃんとぼく上映＆馬頭琴演奏会 
3月13日（金）いわむら文化まつり準備 
3月14～15日（土・日）いわむら文化まつり（町民展）9：00～ 
3月14日（日）いわむら文化まつり（芸能発表会）13：00～ 
 

岩村町の人口（平成27年2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。 

★２月は『おいしいおやつは・いかがです』です★ 

♪26年度乳幼児学級閉級式をおこないます♪ 
開催日：3月26日（木） 
午前１０時スタート（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 他 

  
注意事項！風邪・インフルエンザが流行っております。 

 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。 

 

『チョット昔の想い出話』  響扇斎岩村書道会 会員 
還暦を半ば過ぎた私が子どもの頃を思い返すと、何事も化学製品は少なく、手作りの物で生活するのが 
主流であったように思います。 
 例えば風呂や御飯等火を炊くのには山から集めて来た薪や墨を使って生活しており、遊びも雪が降った 
時など本格的なスキー板ではなく薮から竹を切って来て二つに割り、先から一節位の所に切り込みを入れ、 
火で炙って曲げた物を作って滑ったり、女の子は自分達で作ったお手玉や毛糸を結んで輪を作り綾取りを 
して遊んでいたのを思い出します。 
 文字を当時から見返すと、学校では鉛筆を使っていましたが、手紙はまだ毛筆やペンで書かれていまし 
た。配布物はガリ版と云われる原紙に鉄筆文字を書き、上からインクの付いたローラーで押さえ文字を印刷する方法で作ってい
ました。多量の刊行物は凸版印刷があり、一文字一文字金属で作った文字を並べた原版で印刷されていました。 
 その後コンピューターが発明され、携帯電話・スマートフォン・インターネット等の進歩により生活環境が全く変わりペーパ
ーレスと云われるようになって実際に手で文字を書く機会は少なくなりました。 
 世の流れに逆らうような形私は書に執着しています。書道としてもいざ始めてみると色々な方向、方法があり、どんどん深み
にはまりなかなか到達点が見えません。大別すると硬筆と云われる万年筆やボールペンで書いた文字、そして動物等の毛を使っ
た毛筆があります。別の分け方からすると、中国を源流とする漢字・日本独自のかな・以上二つを合わせた調和体、文字を石に
刻む篆刻などの部門等に色々別けられる事になります。 
 私が書道に魅力を感じるのは、作者の感性が直接感じられる事かと思います。活字では見られない表情、たとえば強弱・濃淡
・にじみ・かすれ・文字と余白のバランスによる美しさ等、各々の筆さばきによってさまざまな形を見せ、又受け取る側もそれ
ぞれの感性によってそれぞれの受け取り方をすると思います。自分ではなかなか納得出来る到達点まで程遠い気がしますが、そ
んな中でも何かを得たいと、とにかく前を向いて進む日々を送っています。 

 

 




