
   

   

 

 

  
 
 
       
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

  
 
 

広報いわむら 

 

＊いわむら城下町のひなまつり閉幕 
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＊保育園入園式・小中学校入学式 

 

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 4 月 15 日発行 №44 
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ホットいわむらだより 
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勝川家の中庭でＪＡＺＺライブ 竹あかりアート「カナエリア」 

3 月 21 日（土）いわむら城下町のひなまつりの一環で、「宵のひなまつり」が開催されました。 

本通りに岩邑小学校の児童が描いた絵をとうろう状に仕立てた「ひなとうろう」（計 273 基）が夜の町並み

を演出しました。そのほか、夜の紙芝居や JAZZ ライブ、竹あかりアート、ひな飾りに金魚を配した“おひ

なさまと金魚さま”など多彩な催しが開催され、宵のひなまつり史上、最高の人出で賑わいました。 



いわむら城下町のひなまつり ～今だけ ここだけ あなただけ～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
城下町を式場へと向かう 3 組のカップル 
（3.29 ひなまつりウェディング） 
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⼿づくりねんど雛コンテスト【結果】〜⼊賞者のみなさんおめでとうございました〜 
⼥城主賞（最優秀賞）⼤⼈の部 ⻄尾 恵美さん  ⼦どもの部 三輪 真⼤さん 
佐藤⼀斎賞（優秀賞）⼤⼈の部 岡野 美咲さん  ⼦どもの部 宮地 洸季さん 
三好学賞（優秀賞） ⼤⼈の部 ⽥中 久美⼦さん ⼦どもの部 安藤 妃由さん    

庚申堂にて挙式 
（3.29 ひなまつりウェディング） 

⼤⼈ 3 名、こども１３名の作品が⼊賞 
（3.29 ⼿づくりねんど雛コンテスト） 

仲間がかけつけメインステージで記念撮影 
（3.29 ひなまつりウェディング） 

2015.3.21 ひなの祝宴第⼀幕 2015.3.29 ひなの祝宴第⼆幕 

⼤⼈の部最優秀賞（写真中央）⼦どもの部最優秀賞（左）
（3.29 ⼿づくりねんど雛コンテスト） 

その名も「幸福酒」を⼀⽃瓶から盃に注ぐ３新郎
（3.29 ひなまつりウェディング） 



観光客の皆様、岩村町の皆様、関係者の方々に深くお礼申し上げます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
⼤変寒い時期に始まりました「ゆかしき⾥い

わむら城下町のひなまつり」も無事に終わり、
桜の花が⽇々に美しく咲く時期になりました。 

観光客の⽅々、町内の皆様には、沢⼭の協賛
⾦を頂きまして誠にありがとうございました。
ひなまつり発展の為に⼤切に利⽤させて頂き
ます。 

2015 いわむら城下町のひなまつりを振り返
ってみますと、⾊々なことがありました。 
（もち花づくり） 
各町内の集会所に集まって、久しぶりに隣近所
の⽅々と出会い、ひなまつりの為にもち花 
を作ることに気持ちよく参加して頂きました。 
（ねんどびなづくり） 

保育園児からの参加もあり、コンテスト 
を⾏い、表彰式も⾏いました。 
（宵のひなまつり） 

⼩学⽣には灯ろうづくりに参加して頂きました。 
（おひな様の展⽰） 

おひなさまの展⽰には、町内ごとに皆様参加して飾り付けてくださいました。 
（オープニングイベント・ひなのクラフトフェアなどのイベント） 

3 ⽉ 1 ⽇のオープニングイベント（⾬天）とひなのクラフトフェアには、⼤勢の⽅々に参加して頂きました。盛
⼤に開催される予定でしたが、午後からテントが⾶ばされそうになる位の突⾵が吹いて⼤変でした。 
3 ⽉ 8、15、21、22 ⽇に毎週開催されたイベントは天気に恵まれ、評判良く⾏われました。 
3 ⽉ 29 ⽇、今年初めて開かれたひなまつりウェディングもまた⾬天でしたが、参加をされた 3 組のカップルも岩
村が好きで快く参加して頂きました。この様に町内の⽅々が何かの形で参加して頂いて、このひなまつりを作り上
げていくことが出来たと思います。これがいわむらのひなまつりではないでしょうか。 

また、上町まちなか交流館においては、メイン会場にもなりましたが、⼀ヶ⽉間の当番表を作っていただき、観
光客の⽅々を⼼よくおもてなしをして頂きました。近所の⽅々も⼀⼈で家で留守番しているより、ここへ来れば皆
と話ができ、出合えるからと⽴ち寄って頂き、交流の場になりました。⼤変ご苦労さまでした。ありがとうござい
ました。今年も県外・町内の⽅々から⼤切な⼈形を御寄付して頂きました。誠にありがとうございました。⼤切に
保存し、展⽰させて頂きたいと思います。 

今年も新しい企画でひなまつりが⾏われました。「今だけ、ここだけ、あなただけ」をテーマに催しも⾏ってき
ましたが、如何でしたでしょうか。 

いろいろと皆様には御迷惑・不愉快な⾯もおかけ致しましたかと思いますが、皆様と話し合い、来年もいわむら
らしいひなまつりを⾏いたいと思います。 
本当に皆様には、ご協⼒を頂きまして、誠にありがとうございました。 
スタッフ⼀同深く感謝致しております。 
どうもありがとうございました。 

2015 いわむら城下町のひなまつり賑わい構想委員会 委員⻑ ⻑尾美佐⼦ 

 

枡形メインステージ 
（3.21 城下町⾳楽祭） 

多くの⼈で賑わう⻄町 
（3.22 恵那・岩村まちなか市） 

観光客の皆様、岩村町の皆様、関係者の⽅々に深くお礼申し上げます 



 

お知らせ：“ホットな⽥んぼ”⽥植え体験 

⽥んぼに⼊ろう！イネを植えよう！ 
 
 ホットいわむらでは⼩学⽣を対象に、⽶作りの⼤切さを
学ぶ体験会を開催します。 

秋には収穫したお⽶をプレゼント!!! 
岩村の美しい⽥んぼで親⼦のふれあいの時間を過ごし

てみてはいかがでしょう!? 
 
 
 
 
  

 
  

 
  

 
 

  
 

 
 

⽇   時： ５⽉ 16 ⽇(⼟) 13:00〜15:00 頃 

集合場所： ふるさと富⽥会館前 ※⾬天決⾏ 
持 ち 物： ぼうし・タオル・お茶・⻑靴・⾬具（カッパ）・⻑袖 
参 加 費 : 無料 (傷害保険はホットいわむらにて負担します) 
       ※当⽇参加も OK です!! 
主  催： 城下町ホットいわむら・未来チーム 
共  催： 教育委員会社会教育課  

（「いわっこクラブ」との合同開催です） 
お申し込み : ホットいわむら事務局 電話 32－1109 
 

 

お知らせ：城⼭清掃ボランティア募集 

ふるさとの宝物を ”まちの⼒” で美しく 
 

岩村城跡の清掃作業を開催します!! 観光シーズンを迎
え、城跡を訪れるお客様が増えることが⾒込まれます。 

岩村町のおもてなしの⼼で、城⼭をきれいにして、お客
様を気持ちよくお迎えましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

⽇ 時：５⽉ 17 ⽇ (⽇) 8:00〜10:30 

集合場所：岩村町歴史資料館前 
作業内容：⽯垣の清掃、草刈り、刈り草の処理 
持 ち 物：草刈機（燃料は⽤意します）、鎌、脚⽴など 
      ※お茶等は各⾃でご⽤意ください。 
主 催：城下町ホットいわむら 
問い合せ：ホットいわむら事務局 電話 32-1109 
 

1 

報告：外国⼈おもてなし研修講演会＆外国⼈との実践ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研修会 
 

 

今後、外国⼈観光客が増えると想定されるなか、いざと
いう時の準備の為、「外国⼈おもてなし研修講演会」と「外
国⼈とのコミュニケーション研修会」が開催されました。 

３⽉ 20 ⽇は、岩村コミュニティセンターにて、「インバ
ウンドから岩村を学ぶ」として、外国⼈おもてなし研修講
演会が開催されました。 

「株式会社やまとごころ」代表取締役の村⼭慶輔⽒をお
招きし、外国⼈観光客の受け⼊れに対する⼼構えや取り組
みを学びました。 

3 ⽉ 25 ⽇には、54 名もの参加者を集め、岩村振興事務
所で、外国⼈との実践コミュニケーション研修会が開催さ
れました。 

外国⼈ ALT や岩村在住の外国⼈の⽅をお招きし、外国と
⽇本の⽂化の違いや、⽇本に来て困ったことなどを話して
頂いた後、このたび作成した「おもてなしハンドブック」
と「指さし会話ボード」を使って、実際に外国⼈とのコミ
ュニケーションを取るシュミレーションを⾏いました。 

会場は熱気に包まれ、あちこちで笑い声がもれるなど、
とても和やかな雰囲気でシュミレーションが進みました。 

参加者からは、「英語は苦⼿だけど、何とかコミュニケー
ションを取ることができ、少し⾃信になった。」など、前向
きな意⾒がたくさん聞かれました。 

 



 

入園・入学おめでとうございます 
岩村こども園・岩邑小学校・岩邑中学校 

岩村こども園 未満児クラス 岩村こども園 さくら組 

岩村こども園 もも組 岩村こども園 ちゅーりっぷ組 

岩邑小学校 1 年 1 組 岩邑小学校 1 年 2 組 

岩邑中学校 1 年 A 組 岩邑中学校 1 年 B 組 



いわむら歴史再発⾒vol.16 

●新町の道標（道しるべ） 
前回取り上げた新町の⼆つの道標を⽐べると⼤きな違いがあります。貞享の

道標には左右両⽅の道の⾏き先が書かれているのに、安永の道標では左側の道
の⾏き先しか書かれていないことです。道路案内としては⽋陥品と⾔われても
仕⽅がないような道標はなぜ建てられたのでしょうか。この⽯塔を造⽴した⽯
畑の⻄尾さんは、なぜこれでいいと考えたのでしょうか。今回は、その辺の事
情を空想してみたいと思います。 

右側の道のとのさま街道は、道標のところを起点として、⼭上、塔ヶ根、希
庵塚、根上神明神社を通り、上平から御茶屋場（⼭岡町久保原）、野井（三郷町）、
美濃（武並町⽵折）を通って四ッ⾕で中⼭道に接続する街道で、⼭上から野井
までは東海⾃然歩道になっています。 

貞享道標の建てられた 17 世紀後半の岩村藩主は丹⽻⽒でした。丹⽻⽒は、
岩村と飯⽻間村の村境で城下の出⼊り⼝にあたる塔ヶ根に塔ヶ根経塚を築きま
した。４基の経塚は、道路の左右に２基ずつ、道を⾒下ろすように建てられて
おり、城主の威信を⽰そうとしているようです。御茶屋場には 50 年ほど前ま
で松並⽊が残っていましたが、これも丹⽻⽒時代に植えられたものといわれて
います（『恵那市史通史編第２巻』）。また、四ッ⾕からほど近い中⼭道深萱⽴場 
には、丹⽻⽒定のときに分家した丹⽻⽒春の陣屋が構えられていました。分家したといっても完全に本家から独⽴した
わけではなく、⽒春の墓は乗政寺⼭にあります。深萱の陣屋は実質的には岩村藩の代官所とみていいでしょう。 

どうやら丹⽻⽒は、中⼭道と岩村を最短で結ぶとのさま街道を重要視していたようです。ところが、元禄 15 年（1702）
に転封してきた後期松平⽒にはそのような意識は⾒られません。経済的には東海地⽅最⼤の都市である名古屋と結ぶ「な
こや道」のほうが重要で通⾏者も多く、とのさま街道は次第に主要街道ではなくなっていったのでしょう。そして丹⽻
⽒の転封から 70 年以上が経過した安永年間には、岩村の⼈たちは「旅⼈に対して⾏き先を⽰す必要がある道である」
とは思わなくなっていたのではないでしょうか。 

岩村藩の研究は後期松平⽒時代が中⼼で、前期松平⽒・丹⽻⽒時代はほとんど⼿つかずの状態です。17 世紀の岩村の
様⼦は分からないことだらけです。これからの研究に期待しています。 

（恵那市職員 三宅唯美）
 
 

「いわっこクラブ」で⼦どもたちと⼀緒に遊びませんか？ 
 
 
 
 
 
 
「いわっこクラブ」で ⼦どもたちと⼀緒に遊びませんか？ 
 

恵那市⼦ども教室「いわっこクラブ」をご存じですか？⼦どもた
ちの様々な体験と、異年齢や地域の⼤⼈との交流を⽬的に、放課後
の⼩学校を利⽤して開催しています。 
今回「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⼤募集します！  
 

今年度のいわっこクラブは、「作って遊ぶクラフト」のほか、「昔
遊び」、「⾃然体験」、「調理」などを⾏う予定です。また、ホットい
わむらの「⽶作り」にも参加し、⽥植えから稲刈り、おかげまつり
で地域の⽅々と⼀緒に楽しめたらと計画中です。 
 

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。お気軽に⽣涯学習課までお問い合わせください。 
 

参加者の募集も近々の予定です。学校に申込書を配布しますので、
１〜４年⽣のみんな、お楽しみにね！ 

 
 

お問い合わせ：まちづくり推進部⽣涯学習課 26-2111（内線 342） 

安永道標の側面には「奉納百番巡

礼供養」とある。反対側には奉納

した人の名前が彫られている。

恵那市⼦ども教室「いわっこクラブ」をご存じですか？ 
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。 



こんにちは！恵那特別⽀援学校です 

当校がここ岩村町に移転して５年が過ぎました。去る３⽉５⽇に⾼等部の卒業式が⾏わ
れ、２７⼈の⽣徒が社会へ巣⽴っていきました。また、３⽉２０⽇の⼩学部・中学部の卒業
式では、２７⼈の児童⽣徒が中学部や⾼等部、⾼等学校へと進学をしました。 

桜の花も咲き始めた４⽉８⽇、⼩学部５⼈、中学部１６⼈、⾼等部２０⼈、合計４１⼈の児童⽣徒が新転⼊し、県
議会議員様をはじめ、ご来賓の皆様２３名の⽅々に⾒守っていただくなか、滞りなく⼊学式を⾏うことができました。 
全校児童⽣徒は１４９⼈となり、昨年より⼈数が少なくなりましたが、今年度も岩村の様々な施設や場所で教育活動
を⾏いますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お世話になりましたふるさと活性化隊員 佐藤です 〜感謝を込めたごあいさつ〜 

このたび２０１５年３⽉をもちまして、ふるさと活性化協
⼒隊員としてのホットいわむらでの活動が終了しました。思
えば３年前、右も左もわからぬまま岩村に⾶び込んできたに
もかかわらず、協⼒隊の活動はもちろん普段の⽣活も⽀えて
いただき応援してくださった皆々様にはこころより感謝いた
します！！ 

私はこれにて岩村を離れ、同じ恵那市内の笠置町に移り、
新たな⽣活を始めることになります。本当にまたとない経験
をすることができ、数多くの⽅々と深くつながることのでき
たこの町を離れるのは、決して簡単なことではありませんで
した。特に⼦供が⽣まれてからは、本当にたくさんの⽅から
可愛がっていただき、この町の良さを⾝に沁みて感じていた
のでなおさらでしたが、またすぐにお会いできる距離ですし、
何より岩村が好きなので⾜しげく通ってきたいと思っていま
す。これからも岩村の皆様と末永いお付き合いを⼼よりお願
い申し上げます。 

私の３年間の活動の総括は、４⽉開催のホットいわむら定
期総会でご報告させていただくことになっていますので 
ご来場いただければ幸いです。この３年間に対して、次なる道に対して、様々なお声を頂戴しており、励みや⾃信にな
ること、反省すべきこと、⾊々と思い返されるのですが、この３年間で積み重ねてきた経験や学び、何よりたくさんの
⽅との出会いがあったからこそ、次の⼀歩へ踏み出せたのだと思ってます。 

これからは、協⼒隊というちょっとふわっとした⽴場を降りて、⽣活者としての、いち恵那市⺠としてよりリアルな
⽇常が始まります。この素晴らしく濃密な３年間だっただけに、⼀息⼊れたい気分もあるけど、次にやるべきことも待
ったなし、忙しくも今は次の⽣活が楽しみです。 
 

簡単ではありますが、まずはご報告と御礼とさせていただきます。今後とも佐藤暁彦家族⼀同をよろしくお願いいた
します！ 
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いわむらコミュニティセンター情報 

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION 

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION 

いわむら⽂化まつり（町⺠展・⽂化芸能発表会）が開催されました 
 

岩村の⽣涯学習１年間の成果発表の場として定着しています。
町⺠展と⽂化芸能発表会が「いわむら⽂化まつり」と銘打ち町中
がひな祭で賑わう３⽉１４⽇と１５⽇の⼆⽇間、沢⼭の町⺠の皆
さんが来館され岩村コミュニティセンターで開催されました。平
成２６年度１年間の公⺠館活動での学習成果を出展し⼜は披露
されました。 
 

岩村町の⼈⼝（平成27 年4 ⽉1 ⽇現在） 

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」等で⻑時間駐⾞利⽤される場合

駐 ⾞ 場 利 ⽤ に つ い て の 重 要 告 知 ！ ！
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⻑時間の無断駐⾞をされますと⼤変迷惑となります。 
 このため「バス旅⾏」や「待合わせ」等で駐⾞利⽤される場合は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。（最悪の場合にはレッカー⾞で撤去する場合もあります。） 

主な 4 ⽉〜5 ⽉の岩村コミュニティセンター主な使⽤予定        
４⽉18 ⽇(⼟)いわむら⼀斎塾定期総会    ４⽉24 ⽇(⾦)恵那市全地域協議会辞令交付式 
４⽉24 ⽇(⾦)⽂化振興会岩村⽀部役員会   ４⽉25 ⽇(⼟)⼀斎塾特別公開講座 
４⽉26 ⽇(⽇)耕グループ研修会       ４⽉28 ⽇(⽕)うたごえ喫茶 

                          
公⺠館からのお知らせ          

ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｲｰｸ 公⺠館特別休館は
4 ⽉30 ⽇(⽊)〜5 ⽉7 ⽇(⽊) 

とします。ご迷惑をおかけしますが、 
よろしくお願いします。 

総数 5,217 ⼈ （▲35） 〈▲100〉
男性 2,514 ⼈ （▲16） 〈▲59〉 
⼥性 2,703 ⼈ （▲19） 〈▲41〉 
世帯 1,873 世帯 （▲９） 〈▲19〉 

（  ）内は前⽉との⽐較〈  〉は前年同⽉⽐ 




