
   

   

 

 

  
 
 
       
 
 
 
 

 

 
    

第 68 回いわむら夏祭り⼤変装⾏列 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
            
優勝（夏祭り⼤賞）は、飯⽻間財産管理組合！ 

今年も各地区が趣向を凝らした⼤変装⾏列が⾏われました。恵那市⻑賞には、なんか楽しいことやろまいかと
みだが、恵那市恵南商⼯会⻑賞には⼭上組が輝きました。次ページは夏祭り特集です。是⾮、ご覧ください。 

広報いわむら 

 

＊いわむら夏祭り特集 

＊9 月 8 日は岩村地域懇談会 

＊いわむら歴史再発見 vol.20 

＊(新連載)観光協会岩村支部からのお知らせ 

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 8 月 14 日発行 №48 

ほっと・ホット・もっと

ホットいわむらだより 

夏祭り⼤賞 飯⽻間財産管理組合 「au(英雄)ものがたり」

恵那市⻑賞 なんか楽しいことやろまいかとみだ 
「とみだに鯉・来い・鯉」

恵那市恵南商⼯会⻑賞 ⼭上 
「YAMA-1 グランプリ 2015 お笑いゆるキャラ⼤集合」



いわむら夏祭り⼤変装⾏列 
68 回の歴史を誇る⼤変装⾏列の様⼦と、出し飾り・あんどんの⼊賞作品をご紹介します！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

恵那市観光協会岩村⽀部⻑賞 新町⼀丁⽬
オール新町ダンサーズ

佐藤⼀斎賞 本町四丁⽬
四丁⽬ちびまるこちゃんʼS

⼥城主賞 本町三丁⽬
花燃ゆ

下⽥歌⼦賞 ⻄町⼀丁⽬ 
ハロウィン ウオッチ 

あんどん 優勝 領家

出し飾り 優勝 本町⼆丁⽬  
 

三好学賞 柳町 
チョットだけよ ももロック 

城下町ホットいわむら会⻑賞 本町五丁⽬
⾵船でネバール君 2015



１１１１   
お知らせ：8/22 は「いわむら城址薪能」
〜まだ間に合います！チケット好評発売中！〜     
 8 ⽉ 22 ⽇（⼟）、岩村城藩主邸跡（岩村歴史資料館前
広場）にて、第 31 回いわむら城址薪能が開催されます。
 昨年に引き続き、岩村が舞台の⼥城主と信⻑の物語「覇
王」が上演されます。 
 ⽉の光と薪の薄明かりの中で観る能は、幽⽞の世界を
堪能することができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（⽇時）平成 27 年 8 ⽉ 22 ⽇（⼟）16:30 開場 
（場所）岩村城藩主邸跡（岩村歴史資料館前広場） 
（チケット）⼤⼈前売 3,000 円／⼤⼈当⽇ 3,500 円

中⾼⽣ 1,000 円 
          
町並みふれあいの舘、岩村コミュニティーセンター 
チケットぴあ 他で発売中       

お知らせ：レンタサイクルはじめました 
〜電動アシスト⾃転⾞で坂道もラクラク〜     

 みなさん、ご存じですか？ 
7 ⽉ 15 ⽇（⽔）より、岩村駅と町並みふれあいの舘で

「電動アシスト⾃転⾞」のレンタルが始まりました。 
ご年配の⽅や⼥性でも疲れず⼿軽にご利⽤頂くことが

できます。サイクリングしてみませんか？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
貸出時間：9:00〜16:00 貸出料⾦：1,000 円／⽇ 
貸出場所：明知鉄道「岩村駅」、町並みふれあいの舘 
対象年齢：18 歳以上（⾼校⽣不可） 
貸出⽅法：ご利⽤⽇の当⽇、上記貸出場所で受付します。
お問合せ：株式会社え〜ないわむら 
     電話：43-3320（平⽇ 9:00〜17:00） 
     Ｅ-mail：info@e-na-iwamura.co.jp 

 
恵那市総合防災訓練       

訓練テーマ：        
『みんなの⼒で地域防災を⾼めよう！』       
⽇時：平成 27 年８⽉ 30 ⽇（⽇） 

午前８時から 
 

内容：各地区で個別訓練を実施 

お知らせ：地域懇談会を開催します 
市⺠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
様からご意⾒やご提案を頂き、今後の市政に反映する貴
重な機会としたい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。     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

⽇ 時：平成２７年 9 ⽉ 8 ⽇（⽕）19:00〜    
場 所：岩村コミュニティセンター⼤ホール 
議 題 ①第２次総合計画についての説明 

     ②地域計画(⾏動計画)について 
③地域からの質問 

１）中学校の再編について 
２）岩村振興事務所の利活⽤について 

     ④質疑応答 
問合せ：岩村振興事務所 電話 43-2111   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
サイレンが鳴ったら 
隣近所に声をかけて 
避難場所へ       

チケット取扱所 

   

     
岩村町総合防災訓練 

□場所：ふるさと富⽥会館 
▽AM9:30〜 

炊き出し訓練 
〔⽇⾚奉仕団、⼥性防⽕クラブ員〕 

▽AM10:00〜 
消⽕器訓練 
応急救護訓練 



         
お礼：城⼭清掃 

168 名のご参加を頂きました  
7 ⽉ 25 ⽇、本年 2 回⽬の城⼭清掃が⾏われ

ました。 
⼗六銀⾏（明知⽀店・岩村⽀店）、東濃森林

管理署、恵那特別⽀援学校、岩⾢中学校の皆さ
んをはじめとして、総勢 168 名ものボランティ
アの⽅々にご参加を頂きました。 

⼗六銀⾏の皆さんは、今回初めて参加をして
いただきました。 

 
皆様のお⼒で、城址本丸をはじめ、太⿎櫓周

辺など各所で丁寧に草刈り作業等が⾏われ、ふ
るさとの宝「岩村城跡」全体が、すがすがしさ
が感じられるほど美しくなりました。 

岩村城跡を訪れる⽅々も、きっと気持ちよく
訪れて頂けることと思います。 

ご参加をいただきました皆様、本当にありが
とうございました。 

 
清掃作業終了後は、恵那市職員三宅唯美さん

を講師としてお招きし、岩村城のプチ歴史講座
が開かれました。戦国時代の岩村城を中⼼とし
た周辺の⼤名達の勢⼒関係など、興味深いお話
をお聞きすることができました。 

       
報告：電⾞道まつり盛⼤に開催      

7 ⽉ 25 ⽇、飯⽻間中切地区の通称「電⾞道」沿線にある
⾼齢者福祉施設「くわのみ」の広場と中庭で、「2015 飯⽻
中切電⾞道まつり」が開催されました。 

（主催：飯⽻中切電⾞道発展会）
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
会場の中庭の⽯窯で、地元の親⼦約 50 ⼈が焼きたて⽯

窯ピザを楽しみ、施設内の地域交流室では、落語会など、
多種多様なイベントが⾏われました。 

⼣⽅からは、同施設内のグループホーム⼊居者と職員に
よる駄菓⼦屋などの飲⾷物の出店、⼩学⽣演歌歌⼿の演歌
ショー、芸能アトラクション・⼤抽選会、線⾹花⽕⼤会な
ど、盛りだくさんな内容で、参加者約 300 ⼈は夏の夜の楽
しいひとときを過ごしました。 

 

報告：（修善寺）加藤景廉供養祭に出席        
岩村町と伊⾖市（修善寺町）は、平成２年に「ゆかり

の郷協定」を結び、現在でも岩村城創築者の加藤景廉公
のご縁で、親密なおつきあいが続いています。 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

去る８⽉ 2 ⽇･3 ⽇に、伊⾖市修善寺町で加藤景廉公供
養祭が開催され、岩村町から交流協会員 8 名、岩村町獅
⼦舞保存会の皆さん 8 名の総勢 16 名が出席されました。

獅⼦舞保存会の皆さんは、供養祭に参加された後、牧
之郷公⺠館 2 階ホールで開催された奉納⾏事で代表的な
演⽬の「葛の葉の⼦別れ」を披露し、親交を深めました。

秋祭りの際に、今度は伊⾖市の⽅々が、岩村町を訪れ
る予定になっています。 

太⿎櫓周辺は中学⽣の⽣徒さんが清掃してくれました。

プチ歴史講座。城をきれいにした後は、城を学びました。



１     １    
新連載：恵那市観光協会岩村⽀部からのお知らせ 
 １ 
外国⼈とのコミュニケーションツール 
「指差し確認ボード（改訂版）」の配布について 

 
3⽉25⽇に開催された 外国⼈との実践コミュニケーシ

ョン研修会 でお配りしました「指差し確認ボード」の改
訂版が出来上がりました。⼀部、和訳等に誤りがあったも
のを修正したものになります。 

町並みふれあいの舘（観光協会岩村⽀部）にて、その改
訂版をお配りします。 

研修会に参加されていない⽅でも、必要な⽅には配布いた
します。 

3 ⽉に研修会にご参加を頂きました⽅については、優先
で差し替えをさせて頂きます。その他、必要な⽅について
は、先着順とさせて頂きますので、ご了承ください。 

 
（配布場所）町並みふれあいの舘 
（配布期限）なくなり次第終了 
（お問合せ）電話 43-4622 

          
社会福祉協議会岩村⽀部からのお知らせ 
〜福祉センターの 8 ⽉・９⽉の予定をお知らせします〜            

★美容・健康トレーニング 
 
 
 

岩村福祉センターでは、体の健康は姿勢からという
ことで、毎⽉２回プロの講師による正しい歩き⽅の指
導をはじめ、体のバランス調整やストレッチ⽅法を学
んでいます。    
8 ⽉ 26 ⽇(⽔) 13：３０〜１５：００ 
9 ⽉ 9 ⽇(⽔) 13：３０〜１５：００         
★親⼦遊びの場の開設     

毎週⽕曜⽇    
８⽉１８⽇(⽕) 絵本の読み聞かせ 
９⽉ ８⽇(⽕) クッキング 
９⽉１５⽇(⽕) 絵本の読み聞かせ  
 
★いっしょにいこまい会 

６５歳以上の岩村町にお住まいの⽅ならどなたで
も参加できます。     
９⽉１１⽇(⾦) こども園の園児との交流会 10：30〜 

※参加費 300 円(昼⾷有り) 申し込み必要               
可愛い園児と歌を歌ったり、ゲームをして過ごしま

す。                       

⼩板マジックでお腹抱えて笑いました！ 
（いっしょにいこまい会先⽉の様⼦ 7/10）

園児と楽しく交流！（昨年の様⼦）

指先確認ボード 

3 ⽉ 25 ⽇外国⼈とのコミュニケーション研修会



１ 
いわむら歴史再発⾒ vol.20 「ここから中では発砲してはいけません」―鉄砲停⽌の榜⽰― 
 

藩主邸跡の御殿茶室登り⼝に３基の標⽯が建ってい
ます。３基とも同じ⼤きさ、同じ⽂⾯、同じ書体で、
同時に造られたものと⾒られます。もとからここにあ
ったものではなく、⼀つは⼤円寺浄⽔場タンクの上、
⼀つは上飯⽻間と⼭上の境に建てられていました。も
う⼀つは勝川家を資料館とするために修理した際に⼟
台⽯の中から発⾒されたものですが、元の所在地は不
明です。碑⾯には「依是岩村⽅鉄砲停⽌」（是より岩村
⽅、鉄砲停⽌）、意訳すると「ここから岩村側では鉄砲
を使うことは禁⽌」と刻まれています。 

江⼾時代には武⼠以外は武器を持つことを禁⽌されていたと思われがちですが、実際には村々は
狩猟⽤の鉄砲＝猟銃を所有していました。先学の研究によれば、その合計は各藩が武器として所有
する鉄砲よりもはるかに多かったそうです。江⼾時代も現代と同じように、猪や⿅などによる⾷害
が深刻な被害をもたらしていました。これを防ぐために、村は多くの鉄砲を所持し狩猟をしていた
のです。岩村の鉄砲鍛冶加納家でも猟銃の修理をしていました。このことが分かる古⽂書が加納家
で展⽰されていますので、ぜひご覧ください。 
 さて、⼈の多いところで鉄砲を撃つことはたいへん危険です。現代では⿃獣保護法で、市街地な
ど⼈が⼤勢集まるところでの鉄砲を使った狩猟を禁⽌しています。これは江⼾時代も同じで、市街
地とその周辺では使⽤禁⽌になっていました。 
 岩村では、城下町と⼊り四郷、⼤円寺村で鉄砲使⽤を禁⽌していました。この標⽯はその範囲を明⽰するために建て
られたものなのです。おもしろいことに、禁⽌区域は、岩村藩が年１回⾏った⼤規模な巻狩である「追⿃狩」の範囲と
⼀致しています。結果論ですが、獲物を確保するための⿃獣保護地域としての役割も果たしていたのでしょう。 
 鉄砲禁⽌のラインは、岩村城と城下町をぐるりと囲むように設けられていたはずです。榜⽰もこの３基だけでなく、
もっとたくさんあったでしょう。ひょっとしたら、あなたの家の⼟台⽯にも使われているかもしれませんね。 

 
 

 
                                      

 

今⽉は 

岩村こども園
いわっこ元気だより！ 
岩村の子どもたちの学校の様子をホットだよりに掲載！ 

子どもたちの学校での様子を地域の皆さんにどんどん紹介します！ 

歴史資料館前に建っている榜⽰の標⽯ 

岩村こども園には現在、０才児から５才児まで１４
５名の⼦ども達が登園してきます。新⼊園児の⼦ども
達もすっかり園の⽣活に慣れ、所狭しと 動き回って
元気いっぱいに過ごせる様になりました。０才には０
才の、５才には５才につけなければならない⼒があり
ます。体を動かし、友達とつながり、⾔葉で伝え、わ
かりあっていく⽣活を⼤事にしています。 

今年度の目標は！ 

☆自分や友達の思いを受け止め挑戦する意欲のある子！ 

☆遊びや仕事を通して、生きる力を育てる！ 

畑でキュウリを沢⼭収穫したよ。双葉と本
葉の違いを知ったり、雌花にはキュウリの⾚
ちゃんが出来る事も知りました。タマネギや
ジャガイモも掘れたね。暑い毎⽇,２ℓのペ
ットボトルに⽔を汲んで、畑の苗にやった
り、バロンテープを結んで、キュウリの て 
を作ったり、畑仕事も頑張りました。
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忍者でござる！ 

台⾵で「わくわくちびっこまつり」が延期に
なり、残念だったけど、この⽇、もっともっと
忍者の修⾏をして強くなりたいと、「しんぶん切
りの術」を練習していた年⻑さんでした。かっ
こいい忍者になりきって、はりきっています。 



「いわっこクラブ」で⼦どもたちと⼀緒に遊びませんか？       
いわっこクラブ活動紹介！！         
6 ⽉ 27 ⽇（⼟）のいわっこクラブは、

今年もホットいわむらとコラボして、⾃
分の住む町を知ってもらおうと、武並神
社からカネニ商店の間を探検しました。
地域の⽅々からお話を聞かせてもらっ
て、岩村の町や歴史について学ぶことが
できました。クイズやスタンプ、カネニ
商店のお惣菜の試⾷も⾏い、⼦どもたち
だけではなく参加した保護者や地域の
皆さんも楽しんでいました！！ 
 

7 ⽉ 6 ⽇（⽉）はクラフトをしまし
た。⼯夫して遊べるようにと、⾝近にあ
る新聞紙を使っておもちゃを作り、体育
館で⾛り回っていっぱい遊びました。チ
ームを作り、協⼒してゲームも楽しみま
した。いろんな形に新聞紙が変⾝してお
もしろかったね！ 

 
次回は 9 ⽉ 7 ⽇（⽉）おやつづくりをします。地域の皆さん、ぜひ遊びに来てください！ 
 
お問い合わせ：恵那市まちづくり推進部⽣涯学習課 26-2111（内線 342） 

⼦ども教室専⽤ダイヤル 090-4400-0771（⽥⼝ ⻄尾） 

  
         

７⽉２５⽇(⼟)、当校にて「夏まつり」を開催し
ました。 
「岩村城⼥太⿎」の皆さんの演奏で始まり、多くの
⽅に来校していただきました。 

また、今年も⾼等部⽣徒及び職員約５０⼈が、同
⽇⾏われた「城⼭清掃」に参加し、地域の皆さんと
の交流を深めることができました。ありがとうござ
いました。 

 
 
 

 
【２学期の予定】            

８⽉２８⽇ (⾦) 第２学期始業式 
   ９⽉１２⽇ (⼟) ⾼等部体育祭(⾒学⾃由です) 

１１⽉ ６⽇ (⾦) 知新祭 
１１⽉ ７⽇ (⼟) 知新祭(７⽇はロックビレッジバザール)  
１２⽉１２⽇ (⼟) ウィンターコンサート(⾒学⾃由です) 
１２⽉２２⽇ (⽕) 第２学期終業式 

 

こんにちは！恵那特別⽀援学校です 

町内探検中！ カネニ商店さんでお惣菜の試⾷ 

どうやって作るの？  いっぱい遊びました 



         
       
 
 
 
 

『チョット昔の想い出話』古⽂書解読の思い出 郷⼟史講座 浅井紀彦 
 
 江戸時代後半、木曽路(中仙道)の一泊目は妻籠、二泊目は上松、三泊目は贄川（にえかわ） 

閏（うるう）三月三日 雨昼後より晴 今朝六ツ時頃 長谷川三平一同  
職人の内助二郎と申者供人にいたし 出立五時過 

 東の村着 夫（それ）より中山道茄子川坂本茶屋にて待合、岩次並倅（せがれ） 
武蔵其外職人二人都合七人と相成候事 

―  夕方妻籠宿着 本陣嶋崎与次右衛門方に止宿いたし候 一人前二百四十八文つつ 
―  岩村宿元より 我等え 飛脚を次屋敷被下置候段申来ル  

 
この⽂章は、岩村藩⼠三⽥官兵衛が安政七年(1860 年)に蝦夷の箱館で、陶磁器の箱館焼を焼くために下⽬付の⻑⾕川三

平、職⼈と⼀緒に岩村から旅⾏した⽇記の「万⼿留（よろずてどめ）」のものである。閏は旧暦であり、現在の暦では4 ⽉
23 ⽇になる。六ツ（むっつ）時は６時であるから、朝の６時に出発したことになる。 
 旅路は、富⽥・阿⽊・東野を通って⼤井宿の東に出て中⼭道に⼊る。落合から⽊曽路へ⼊って、⼀泊⽬は妻籠にし、⼆
泊⽬は上松、三泊⽬は贄川にして、洗⾺からは善光寺⻄街道に⼊って四泊⽬は松本にしている。 
 岩村藩⼠の三⽥官兵衛が未届役になり、⻑⾕川三平を下⽬付にして、総勢４０名を超える職⼈とともに陶磁器を焼いた
記録書でもある。 
 この古⽂書は、岩村歴史資料館の２階の奥、⼤きな岩村城絵図の前の陳列棚にある。箱館焼と呼ばれる陶磁器類、「万⼿
留」・「道中記」の冊⼦、旅の途中に宿場の問屋に出した触状が展⽰されている。これらの古⽂書は、私が初めて解読して
みたいと思ったものである。「万⼿留」を喜んで⾒たものの、読める字は３割、読めない字は７割であり、全体の意味がな
かなか分らなかった。 

私は、平成１３年３⽉に公⽴⾼校の社会科教員を定年退職し、翌年２⽉に岩村歴史資料館の管理⼈になった。この当時
の２⽉は⼊館者が少なく、⼊館者なしが数⽇続くこともあった。時間は⼗分にあったので、展⽰品や収蔵庫の資料をよく
⾒ることができたのは幸運であった。⾼校の社会科教員、特に⽇本史の教員というと古⽂書は簡単に読めると思われがち
であるが、教科書等すべて現代⽂で書かれており、副教材として使⽤する史料集も、書き下し⽂で書かれ、仮名がふって
あり、原⽂の古⽂書ではなく、古⽂書が読めなくとも⽇本史の授業ができたので、古⽂書が読めなかったのである。 

また、「万⼿留」は安政七年正⽉から閏３⽉２⽇までの諸準備の打合せの記録、閏３⽉３⽇から閏４⽉８⽇までの岩村か
ら箱館までの道中記、閏４⽉９⽇から閏 10 ⽉７⽇までの箱館焼の状況や箱館奉公所との打合せの記録からなっている。
道中記は、地名や地理の知識があれば読めるところも多くあったので、このことも私にとっては幸運であった。 
前置きが⻑くなってしまったが、安政６年〜７年（1859〜60 年）に、陶器職⼈達と⼀緒に岩村から箱館まで⾏き、箱館
焼を焼いたことを紹介するとともに、古⽂書を読むのに 7 年近くかかったことも述べていきたい。江⼾時代の⽂字を読む
⽅法を、皆さんと⼀緒に考えていければと希望している。 
 
公⺠館周辺の清掃作業実施予定 
９⽉１３⽇（⽇）朝７時００分から公
⺠館駐⾞場や周辺の清掃作業を実施し
ます。 
⽂化振興会岩村⽀部会員・岩村福祉セ
ンター職員・岩村診療所職員の⽅々に
は協⼒をよろしくお願いします。              
乳幼児期の家庭教育学級へのお誘い 
★講師：多々良恵⼦さん ★サロン講師：伊藤葉⼦さん 
[⼦どもの⾜!･脚を学びましょう][話そう・語ろう・我が家の約束] 
持ち物：ヨガマット・バスタオル・⽔筒(⽔分補給⽤)・お⼦様の靴 
〜対象者〜乳幼児期を⼦育て中の親御さん・ご兄妹・ 
おじいちゃん・おばあちゃんのご参加をお待ちしています 
【申込み⽅法】 
保護者⽒名・お⼦様のお名前・年齢・住所・電話番号を記⼊の上、
岩村コミュニティセンター窓⼝へ提出してください。 
※定員１５組になり次第、締め切りとさせていただきます。 
募集期間：9 ⽉1 ⽇まで ※⽉曜⽇は休館⽇です 
開催⽇： 9 ⽉27（⽇）（9：30〜10：00 受付）10:00 開始 
場 所： 岩村コミュニティセンター・2F ⼤会議室 

総数 5,201 ⼈ （+3） 〈▲100〉

男性 2,501 ⼈ （+1） 〈▲56〉 

⼥性 2,700 ⼈ （+2） 〈▲44〉 

世帯 1,888 世帯 （+5） 〈±0〉 

（  ）内は前⽉との⽐較〈  〉は前年同⽉⽐

いわむらコミュニティセンター情報
IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION 

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION 

新規の市⺠講座（後期）のお知らせ
10⽉から始まる市⺠講座（後期）において、岩村公⺠館では新

規講座を開設します。講座名は「お店で役⽴つイキイキ英会話」
と題して⾏います。講師はイギリスに10年間暮らされた⼥性です。 

内容は昨年来から観光協会が進める、今後増加すると⾒込まれる外国か
らの観光客を迎えるための対策の⼀環として、お店や道端等で使える簡単
な英会話講座です。是⾮町⺠の皆さんの参加をお待ちしています。

第2 次恵那市総合計画岩村地域計画 
キャッチフレーズ 

消滅しないぞ いわむら 
〜⼈が元気 ⼈が輝く ⼈が財産〜 




