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＊開幕!! いわむら城下町のひなまつり 
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  ・ひなのクラフトフェア 

  ・がんどうちラリー 

 

 

 

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 3 月 13 日発行 №43 

 

ほっと・ホット・もっと 

ホットいわむらだより 

2015.03.08 がんどうちラリー 



3月1日 第13回いわむら城下町のひなまつり 開幕!!! 町なかに2500人の賑わい!! 

 

現代に復活、がんどうちラリー！ 

約 160 名が参加！ 
 
 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 月 8 日（日）、恵那地域の風習であった「がんど打ち」
をアレンジし今に伝えるイベント「がんどうちラリー」が
開催されました。 
まちなか 10 個所を歩き、「おひなさん見せて～」の合言

葉をかけると、おひなさまのお供えのお菓子をお店の方か
ら手渡されました。 
市内の小学生を中心に、町なかをたくさんの人がお菓子

を入れる袋を持って歩く姿が見られ、通りがかりの観光客
も「何をやってるの？」と興味をひかれて自分も参加され
たり、「懐かしい」と参加されたご年配の方もいらっしゃい
ました。 

 

いわむら城下町のひなまつりは、多くの人に支

えられてます 
 
 
 
 
 

 
 

 

オープニングセレモニー：賑わい構想実行委員長長尾さんよりご挨拶 

明知鉄道も大賑わい！ 人気の羽織体験 町並に 80店のクラフトが並びました 

新企画、ねんどびなコンテスト 

あいにくの雨でもこの人出 

いわむら城下町のひなまつりは、4月 3日までの開催で
す。後半も楽しいイベントはもちろん、是非たくさんの
かわいらしいひな人形たちの姿を見にいらしてくださ
い！（イベント詳細はホットだより 2 月号もしくは折
込予定のチラシをご覧ください） 



岩村に外国人観光客が増える!!? おもてなしを学ぶ勉強会を開催!! 
  

①外国人おもてなし研修 講演会 
「インバウンドビジネス入門から学ぶ地域の魅力」 
今後海外からのお客様が増えることを想定し、異なる文化
のお客さんへの接し方や町の魅力の伝え方を学びます。 
 

日時：3 月20 日（金）19:00~21:00 

場所：岩村コミュニティセンター大ホール 

講師：株式会社やまとごころ 

代表取締役 村尾慶輔氏 

 

申し込み締め切り：3 月 16 日（月） 

 
①外国人との実践コミュニケーション研修会 
「おもてなしハンドブックと指差しボードで実践練習」 
地元で活躍する海外出身の方から文化の違いを教えても
らったり、ちょっとした英会話の体験をしてみましょう。 
 

日時：3 月25 日（金）19:00~21:00 

場所：岩村振興事務所 

講師：岩村町在住海外出身者 

ALT 教師等 

 

申し込み締め切り：3 月 19 日（木） 

申し込み先：（一社）恵那市観光協会岩村支部 43-4622 岩村振興事務所 43-2111 
詳しくは、3 月 9 日折込のチラシをご覧ください!! 

報告：3月 8日 アニメ「おじいちゃんとぼく」＆「ほほえみをあなたに」コンサート  

～未来を拓く子どもたちへ 日本の心を伝える（NPO法人岩村一斎塾）  
 絵本「親子で読む『言志四録』おじいちゃんとぼく～佐藤一斎さんからの伝言～」を原作としたアニメを発表して、
人としての在り方や、生き方を学び「日本のこころ」を伝えることを目的にアニメ完成記念の上映会とコンサートを
開催したところ、多くの皆様方のご来場、ご協力を賜りまして、誠にありがとうございました。一斎塾の会員を中心
に地元のスタッフも、一生懸命頑張りましたが、気づかない点や行き届かない点も多々あったと思います。何卒ご容
赦くださいますようお願い申し上げます。  
 約 300 名の来場者があり、地元・岩村をはじめとする恵南地区の小学生有志の 20 名の皆さん方もステージに花を
添えてくださり、本当にありがとうございました。   
今後も、アニメの普及に努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。情報もドンドン発信していきま
す！ 
 アニメの次作以降の制作のための賛同者を幅広く募集しています。   
また、第１作のアニメの普及のため、皆さんの周囲での集まりやイベントなどでの上映会も実施いたします。詳しく
は NPO 法人岩村一斎塾（０９０－８１３５－２４２１）まで。 

 

 平成２６年度地域自治区まちづくり実行組織活動交流会  
 2 月２１日（土）、恵那市防災センターで平成２６年度地域自治区まちづ
くり実行組織活動交流会が行われました。この交流会は市内１３町でそれ
ぞれ活動している、地域自治区やまちづくり実行組織の代表者が集まり、
情報交換を行うものです。今回は２８年度からはじまる新しい地域自治区
制度の説明を最初に受けた後、グループに分かれ、実行組織の活動成果と
今後のあり方について話し合い発表を行いました。活動している地域は違
っても抱えている問題は通じ合うものがあり、どのグループも熱心に議論
を行い意見交換を行うことができました。２８年度からは今まで各地域に
交付されていた地域づくり補助金の制度が抜本的に見直されることから、
どのような組織でどうやって活動していくべきか、それぞれの地域の特徴
がありながらも、情報の共有を行っていくことの必要性を感じました。 



いわむら歴史再発見 vol.15  

●新町の道標（道しるべ） 
 
西町を西へ下っていくと、新町に入る所で道が二つに分か

れ、真ん中に二つの石の道標（道しるべ）が建っています。

どちらも江戸時代に建てられたもので、市の文化財に指定さ

れています。 

向かって右側の小さい道標は、貞享４年（1687）17世紀

後葉の建立です。丹羽氏が岩村城主だったころのものです。

四角柱の三面に「是より左ハなこや道」「是より右ハみたけ

道」「貞享四□丁卯六月日」と刻まれています。 

「なこや」は名古屋で、左の道が新町から山岡、陶町、瀬

戸市を経て名古屋市の大曽根に続いていることを示してい

ます。「みたけ」は中山道御嵩宿（可児郡御嵩町）で、飯羽

間、三郷町を経て武並町の四ッ谷で中山道に接続していまし

た。 
大きい方の道標は約 90年後の安永８年（1779）に建てら

れたものです。 

こちらは正面に「左なこや道」、右側面に「安永八己亥天

十月吉日 石畑西尾およし 金蔵 十次郎」、左側面に「奉

納百番巡礼供養」と刻まれています。右側面の人名はこの道

標を建立した人で、左側面はその動機です。 

「百番」とは、西国三十三カ所、坂東三十三カ所、秩父三

十四カ所、合わせて百カ所の観音霊場のことです。石畑のお

よしさん、金蔵さん、十次郎さんの３人は、百カ所の巡礼を

発願し、それが成就したことを記念して、この道標を建立し

たのです。 

 

江戸時代には、お伊勢参りや善光寺詣、熊野詣、四国八

十八カ所（お遍路さん）など、霊場をめぐる巡礼の旅が流

行しました。そして、巡礼が成就するとその記念に石塔を

建てることが行われました。これを巡拝供養塔と呼んでい

ます。江戸時代の庶民は今のような自由な旅行はできませ

んでした。寺社の参拝を名目とする巡礼は、一生に何度も

ない貴重な観光の機会でした。旅行資金を蓄えるための講

もたくさん作られました。 

安永の道標は、巡拝供養塔を道しるべとしたたいへん珍

しい事例です。単なる供養塔ではなく、往来の役に立つも

のとすることで、観音様の一層の功徳を期待したのかもし

れません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
（恵那市職員 三宅唯美） 

 

 

 

 

 

 

 
 
合唱曲「僕たちのふるさと」 
 昨年まで「３年生を送る会」と位置づけて取り組んで

きた継承の場を、今年度は、「継承の知新集会」としてそ

の意義を再確認し取り組みました。１．２年生が３年生

と共に味わった充実感や来年度へ繋げたい姿を発表し合

いました。その取り組みの中で、１．２年生は、３年生

から学んだことをアンケートで集約し、そのアンケート

の中から集めた言葉で合唱曲「僕たちのふるさと」を創

り上げました。「あのときもらった言葉は 僕たちのむね

をふるわせた まっすぐに前を向くあなたは 僕たちの

道しるべ・・」ではじまる歌詞には、３年生のリーダー

シップで取り組んだ充実した１年間がぎっしり詰まった

ものになりました。最後に「この場所は僕らにまかせて

ほしい 岩邑は僕らのふるさとだから」と、来年度への

決意が響きました。 

 

 

今月は 

岩邑中学校 

右：貞享４年の道標 

左：安永８年の道標 

 



「いわっこクラブ」で、子どもたちと一緒に遊びませんか？   

 
 
 

 
 
 地域の方のからたくさんの協力をいただき、みんなで楽しく活動をすることができました。次年度もよろ
しくお願いします。 
  
 平成 27年度 年間活動予定 

 日にち 内容 場所  日にち 内容 場所 

1 5月 マジックショー 体育館 7 9/26（土） 稲刈り 富田の田んぼ 

2 5/16（土） 田植え 富田の田んぼ 8 10月 昔遊び ランチルーム 

3 6月 自然体験 小学校周辺 9 11/ 1（日） おかげまつり おかげ祭り会場 

4 6/27（土） いわむら探検 岩村町内 10 11月 サイエンス ランチルーム 
5 7月 つくってあそぼ ランチルーム 11 12月 昔遊び 体育館 
6 9月 調理 簡単おやつ 家庭科室 12 1月 ぷち運動会 体育館 

 
次年度も「いわっこクラブ」では、月に１度、子どもたちと遊んでいただけるボランティアを随時、大募集しています！ キラキラした子どもたち
の笑顔から、大人も元気をもらえます。ボランティアの内容は、子どもたちの見守り、話し相手、一緒に遊ぶことなどです。お気軽にまちづく
り推進部生涯学習課までお問い合わせください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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） 
 

こんにちは！恵那特別支援学校です 

  
 ３月５日（木）に、「高等部卒業証書授与式」がありました。平成２６年度は、２７人の卒業生
が社会に巣立っていきました。主な進路先は、大学や専門学校への進学、就職、作業所や施設で
の就労、デイサービス利用などです。 
 

当日は、岩村町内からもたくさんの

ご来賓の方々にお越しいただき、卒業

式を盛り上げていただきました。お忙

しい中、卒業生のために足を運んでい

ただき、本当にありがとうございまし

た。 

また、３月２０日（金）は、「小学部・

中学部卒業証書授与式」です。小学部

卒業生９人は、中学部に進学します。

中学部卒業生１８人は、当校高等部へ、

一般の高等学校や他の特別支援学校へ

と、それぞれの道を歩んでいきます。 

高等部卒業式の様子 

一年間、貴情報誌に記事を掲載させ

ていただきありがとうございました。

来年も、いろいろな情報を発信させて

いただきます。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。 

 

高等部卒業式の様子 



 

 

 

 

 

 
 岩村コミュニティセンター お知らせ 

新年度乳幼児学級について 
平成 27 年度の「いわむら乳幼児学級」の開設方法は現在、市当局において検討中につき、６月以降の開設となり

内容も変更されます。この為詳細等は後日「ホットいわむらだより」にてお知らせいたします 

 

 

 

総数 5,252人 （▲18） 

男 2,530人 （▲11） 

女   2,722人 （▲7） 

世帯 1,882世帯 （▲3） 

（     ）内は前月との比較 

乳幼児学級へのお誘い!!   

～♪乳幼児学級へのお誘い♪～ 
★3月は『皆さんありがとう・お世話になりました』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）（受付9時30分～10時00） 
午前１０時スタート 

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。 

 
 

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27年3月1日現在） 

『チョット昔の想い出話』チョット前の「息子の一言」        吟詠 辰城会 会員 
今年は、近年になく厳しい寒さが続いております。 

土の中では植物も芽を出すときを待ちわびています。 

この時期に一輪の福寿草が咲きました。 

 平成元年の公民館活動の募集時に、息子が何か習ったらの一声に背中を押され、詩吟教室に入会し、 

後期高齢者になった今でも、大きな声を出して頑張っています。 

 入会時は十人位の生徒さんがおみえになり、西も東も分らない私を、先生や他の生徒さんのご親切に 

より、今まで続けることが出来ました。 

 時代もどんどん変わりました。出会いがあれば別れもありました。高齢社会と言われ、今では生徒も 

三人になりました。 

 月に二回の練習に大声を出して、ストレス発散に大いに役立てています。 

 

～サークル活動への招待～ 

そろばんに興味のある子供たち待っています!! 
ジャンプそろばん  毎週火曜日・金曜日の１５時３０分～１７時１５分 

現在１年生から６年生まで約２5名の子供たちが学校帰りに岩村コミュニティセンターへ寄って 

学んでいます。検定だけではなく、「ジュニアそろばん大会」にも参加し、頑張ってきたことが評 

価されたり、出来なかったことが出来るようになることは、子供たちにとって大きな自信になる 

と思います。興味のある方、ぜひ一度見学に来てください！！ 

3月～4月の岩村コミュニティセンター主な使用予定 

3月22日（日） 松井楽器ﾋﾟｱﾉ発表会 

3月29日（日） 岩村ライオンズクラブ記念行事 

4月12日（日） 岐阜県議会選挙第二投票所   

4月18日（日） 前期市民講座受付開始 

 




