
   

   

 

 

 

 

 

 
        

3/26 は「城下町⾳楽祭」と「宵のひなまつり」が同⽇開催 

       

広報いわむら 

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 28 年 3 月 15 日発行 №54 

ほっと・ホット・もっと 

ホットいわむらだより 

 

＊いわむら城下町のひなまつり開幕 

＊ひなまつり 3 月後半のイベントについて 

＊主要観光地誘客強化事業（特産品・体験プログラム） 

3 ⽉ 26 ⽇（⼟）は、ひなまつり城下町⾳楽祭「⾳光知新」と宵のひなまつりが開催されます。城下町の昼と
夜の雰囲気の違いを是⾮、ご堪能ください。3 ⽉後半のひなまつりイベント情報は 3 ページをご覧ください！

⾳楽祭 宵のひなまつり



様々な種類のおひなさまが⼀度に⾒られる「いわむら城下町のひなまつり」 
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ダミー 

岩村振興事務所：302 体の⼟びな展 勝川家：住⺠の⼿作りびな（76 作品）

柴⽥家：1/20 スケールの岩村城飾り 柴⽥家：豪華な御殿びなが並ぶ

勝川家：古式ゆかしき ひな⾦⿂ 上町交流館：ひな飾りとつるし雛のコラボ

茅の宿とみだ：農機具を⼿にするおひなさま

岩村本通りとその周辺 115 ヵ所に 3,000 体を超えるお
ひなさまが展⽰されるいわむら城下町のひなまつり。 
江⼾時代のおひなさまから、装飾が⾒事な御殿びな、住
⺠の⼿作りの企画展⽰など、様々なおひなさまや飾り物
が⼀度に⾒られる特別な⼀ヶ⽉です。 
こちらの紙⾯ではスペースの限りもあり、ご紹介できる
ものは限られますが、「いわむら城下町のひなまつり
Facebook」ページでは、もっともっとたくさんのおひ
な様や⾒所をご紹介しています。 
 
いわむら城下町のひなまつり Facebook で検索！ 



    １ 
 
＊2016 ひなまつり開幕＊ 

         
＊ひなまつり後半イベント＊     
3 ⽉ 19 ⽇（⼟） 

10:00〜15:00 場所：岩村本通り 
★着物の⽇ 
 ・着物を着て来場されると先着 40 名にプレゼント！ 

3 ⽉ 20 ⽇（⽇） 
9:00〜14:30 場所：岩村本通り 
★恵那・岩村まちなか市 
 ・春の賑わい市 
10:00〜15:30 場所：岩村本通り 
★ひなのクラフトフェア 
 ・⽊⼯品など様々なブースが 72 店舗出店 

3 ⽉ 26 ⽇（⼟） 
11:00〜20:30 場所：勝川家、庚申堂前ﾒｲﾝｽﾃｰｼﾞ 
★ひなまつり城下町⾳楽祭 2016「⾳光知新」 
 ・城下町が⾳楽であふれるプレミアムな⼀⽇ 
17:30〜20:30 場所：勝川家、岩村本通り 
★宵のひなまつり 
 ・岩⾢⼩学校児童制作のひなとうろうが町並みを彩る 

3 ⽉ 27 ⽇（⽇） 
 12:00〜14:30 場所：庚申堂前ﾒｲﾝｽﾃｰｼﾞ、岩村本通り 

★岩村城下町結婚式「春の祝宴」 
 ・城下町を舞台とした本物の結婚式 
13:00〜15:30 場所：勝川家 
★ひなの呈茶会 

４⽉ 3 ⽇（⽇） 
 10:00〜15:00 場所：茅の宿とみだ 

★茅の宿でおひなさま会下町ホットいわむらのホームページをご覧下さい http://hot-iwamura.com/        

まつりの開幕を告げる瀬⼾委員⻑の挨拶 岩村駅でお客様を着物でお出迎え 

「伊賀忍者」渡邉未央さんの演舞 今年も⼈気の「⽻織っておひな様気分」

3 ⽉ 6 ⽇（⽇）、2016 いわむら城下町のひなまつりのオープニングイベントなど
が開催され、1 ヶ⽉にわたるまつりの幕が切って落とされました！ 

オープニングイベントでは、
ひなまつりの開幕を告げる、
いわむら城下町のひなまつり
賑わい構想委員会の「瀬⼾み
よか委員⻑」の挨拶を⽪切り
に、恵那市観光⼤使で伊賀忍
者特殊軍団のくノ⼀「渡邉未
央さん」の居合い切りや⼿裏
剣の演舞、岩村城⼥太⿎の皆
さん・岩⾢⼩学校和太⿎クラ
ブさんの太⿎の演奏があり、
ひなまつり開幕に花を添えま
した。 
その他、⼥性に優しい鍋まつ
り、クラフト体験、⽻織って
おひな様気分などの企画に多
くの⽅が参加され、それぞれ
のひなまつりの⼀⽇を楽しん
で頂けたのではないでしょう
か。 

3.20 恵那・岩村まちなか市 出展者⼀覧
 
〇フリーマーケット部⾨ 
デザート・イーグル おもちゃ、その他
個⼈(井⼾稚秋さん) 雑貨、おもちゃ
個⼈(川⼝茂男さん) 陶器 
個⼈(⼭本守伸さん) おもちゃ、その他
個⼈(⾈島和幸さん) ⽊⼯品、陶器 
個⼈(森⼭⼀夫さん) 古着、アクセサリー

 
〇物品販売 
農業⽣産法⼈㈲東野 ⿊にんにく 
アリラン 果実、野茶、⽊⼯品、雑貨
㈱JEWELRY KIN 冷凍ケーキ 
個⼈(奥村倫吉さん) 栗饅頭 
吉村⽡店 屋根⼯事業 PR

 
〇飲⾷販売部⾨ 
篠原商店 鮎の塩焼き 
ﾛｰｽﾄﾁｷﾝ ブラジル ローストチキン他
あまから岩村店 五平餅 
㈲かんのん茶屋 五平餅 
ジャパンネット㈱ おでん、からあげ、ﾋﾞｰﾙ他
燻製⼯房源 川⿂の串焼き、ｽﾓｰｸﾁｰｽﾞ他
野々村製作所 ⽣ビール、焼き⿃他
個⼈(鈴⽊洋さん) からあげ、ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ他
⾕尻商店 醤油ﾌﾗﾝｸ、ﾎﾟﾃﾄﾌﾗｲ他
花林 ⽣ビール、からあげ他

イベントの詳細はホットいわむら HP でご覧頂けます 
http://hot-iwamura.com/ 



 
体験プログラムモニターツアー 

3 ⽉ 12 ⽇（⼟）、まなびとあそびの 五感体験「い
わむら五っこ」（主催：いわむら体験プログラム実⾏委
員会）が開催され、実践⼥⼦⼤学（東京都⽇野市）の
学⽣・教職員 26 名を含めた 47 名が、郷⼟料理教室・
町屋めぐり体験・⽊⼯体験などの 7 つの体験プログラ
ムに参加されました。 

「いわむら五っこ」とは、平成 25 年度に城下町ホッ
トいわむらが策定した観光まちづくり指針「いわむら
グランドデザイン」の “岩村版 enaka！の推進” と
して主要事業に位置づけたれたもので、平成 28 年度か
らの本格実施を⽬指しています。 

今回は、本格実施を前に、課題の整理と、お客様の
ご意⾒をプログラムに反映するため、参加費無料のモ
ニターツアーとして開催しました。 

今回のツアーで実施した７つのプログラムを含め、36 のプログラムが提案されており、本格実施の際には、プログ
ラムの数をもっと増やして更にバラエティに富んだプログラムを提供する予定です。 

観光客の⽅はもとより、地元の⽅々にもご参加頂きたいと考えております。本格実施の募集については、チラシ・
ホームページ等でご案内する予定としておりますので、皆様のご参加をお待ちしております。ご期待ください！ 

 

特産品：うまいを発⾒！特産品無料試⾷会 
3 ⽉ 13 ⽇（⽇）、⻄町庚申堂前広場にて、いわむら

特産品開発隊が開発中の「⽶粉」を使った特産品の無
料試⾷会が開催されました。 

この⽇提供された試作品は「おこ麺（⽶粉うどん）」
「すりやき（郷⼟料理の復刻版）」「杏仁菱餅（三⾊の
杏仁⾖腐を三層に重ねて菱餅に⾒⽴てたお菓⼦）」「⽶
粉饅頭（⽣地に⽶粉を練り込んだお饅頭）」「からすみ
団⼦（からすみを団⼦状にして串に刺した物）」の五品。
⽤意された 500 ⾷は 3 時間ほどで全てなくなる盛況ぶ
りで、ご来場の皆様⽅にご記⼊頂いたアンケートを元
に、今後、改良を加えるなど、商品化に向けて準備を
進めて参ります。 

この事業は、体験プログラムモニターツアーと同じ
く実践⼥⼦⼤学との協働事業で、試⾷会の準備から当
⽇の運営サポートまで、実践⼥⼦⼤学の学⽣・教職員
の皆様にご協⼒・ご参加を頂きました。 

  

2016 いわむら城下町のひなまつり公式 T シャツ発売中 
3 ⽉ 13 ⽇（⽇）から「2016 いわむら城下町のひなまつりの公式 T シャ

ツ」の販売が始まりました。20 ⽇（⽇）には恵那・岩村まちなか市にて、
販売ブースが設けられる他、ひなまつりの各イベントで販売されます。 

岩村城とおひな様がデザインされたデザイン T シャツ（⿊ 2 ⾊、⽩、ピ
ンク）と②ひなまつりのロゴがデザインされた T シャツ（⽩、ピンク）の
２タイプがあり、サイズは M と L があります。 
価格はいずれも 2,000 円で、売上げの収益は全てひなまつりの運営に充当
されます。平⽇は、岩村振興事務所内で在庫管理をしておりますので、ご覧
になりたい⽅、ご購⼊頂ける⽅は、振興事務所までお越し下さいませ。     

問合せ：岩村振興事務所 43-2111     

旅姿で城下町めぐり体験の⼀コマ 

庚申堂前広場に設営された特産品の提供ブース 

岩村城 

お内裏様とおひな様 



１     １    
恵那市観光協会岩村⽀部からのお知らせ         
「第１４回・いわむら城下町のひなまつり」協賛 
第２回ひなのフォトコンテスト」開催中‼        
テ ー マ 「第１４回いわむら城下町のひなまつり」 

をメインテーマに募集 
撮影期間 ひなまつり開催期間中の４⽉３⽇まで 
応募締切 平成２８年４⽉１１⽇(⽉) （当⽇必着） 
応募作品 写真サイズ２Ｌ〜四つ切、フィルム、デジタル、カラー、⽩⿊⾃ 

由として⼀⼈３点まで応募⽅法 
応募⽅法 指定の応募票（コピー可）を作品の裏⾯に貼付し、記⼊の上送付 

⼜は持参。場所、住所、⽒名、年齢、連絡先 TEL を記⼊したもの 
を作品の裏⾯に貼付すること 

応 募 先 町並みふれあいの舘・恵那市観光協会岩村⽀部（岩村町観光協会） 
表彰・賞 特 選  １点…賞状、岩村町商品券２万円分と岩村町特産品 
     準特選  ３点…賞状、岩村町商品券１万円分と岩村町特産品 
     ⼊ 選 １０点…賞状、岩村町特産品  
発  表 新聞紙上、岩村町観光協会ＨＰに掲載し、⼊賞者には直接通知する。 

また⼊賞作品は、１ヶ⽉間｢勝川家｣に展⽰予定。 
審  査 応募締め切り後、観光協会が委嘱した審査員により実施する。 
そ の 他  ○作品１点ごとに応募票を貼付する。 

○応募作品の著作権は撮影者に、使⽤権は観光協会に帰属。 
○応募された作品は、返却しない。 
○⼊賞者は、ネガ・ポジ・データ(ＣＤ等)を提出。       
町並みふれあいの舘内  (⼀社)恵那市観光協会岩村⽀部 TEL 4３-3231          

いわっこクラブ活動紹介       
いわっこクラブの今年度の活動の様子をまとめてご紹介します。地域の中で自然とふれあい、

多くの方々と交流でき、放課後も休日も楽しく活動することができました。地域の皆さん、

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 まちづくり推進部⽣涯学習課26-2111（内線342） 専⽤ダイヤル 090-4400-0771 

地域のお⺟さんと新聞遊び ⽇本⼀の⽥園⾵景に溶け込んだお⽶作り

壮健クラブの皆さんと⽔鉄砲、⽵
⾺、⽵とんぼなどの昔あそび 

「城下町ホットいわむら」コラボ 

物知り博⼠と岩村探検！ 
商店のみなさん、お邪魔しました！

⼦どもも保護者もスタッフも 
みんな笑顔のプチ運動会

昨年の⼊賞作品の⼀部



１ 
いわむら歴史再発⾒ vol.2６  

⼤円寺の⼗景 ⼤円寺はすごいお寺だった・その2          
 禅宗寺院では、境内やその周辺にあるさまざまな建築や

⽊、⽯、⽔などの景物・⾵景に佳名を付けていました。こ
れを「境致」といい、仏教の⽌観⼗乗（⼗種の観法）から、
⼗境を選定することが多く⾏われました。現代⾵に⾔えば、
寺の内外の優れた⾵景ベスト10を選び、寺院の⾵致景観を
整えていたわけです。 
 ⼤円寺も⼗景を選定していたことが、住職であった明叔

慶浚の語録などから分かっています。このうち、現在名前
が分かっているのは「無⾨関」「⿓⾨関」「⽔晶⼭」「錦屏峰」
「⻑松嶺」の五つです。 
 「⿓⾨関」の名付けは中国の有名な世界遺産⿓⾨⽯窟寺

院に由来するのかもしれません。明叔が初めて⼤円寺の住
持となったときの法語では「⿓⾨⾼聳活機峰」と詠じられ
ており、そそり⽴つ⽯壁がイメージされます。寺跡の周囲
を⾒回すと、寺の前を流れる富⽥川は深い渓⾕を形成し、
両岸は絶壁になっています。⿓には⽔や滝の含意もありま 
すが、少し上流には垂松瀑（不動の滝）があります。寺から滝に向かう川沿いの景⾊がぴったりだと思うのですがい

かがでしょうか。 
 「⽔晶⼭」は現在の⽔晶⼭です。「錦屏峰」は希庵⽞密の法語に「⼭⾃⽔晶峰錦屏」とあり、⽔晶⼭に連なる⼭

でしょう。また、⼤円寺の⼭号は明覚⼭ですが、錦屏⼭と号していた時期もあったようです。錦屏峰の麓にある寺
だから錦屏⼭ということで、錦屏峰＝三森⼭と考えたいところです。 
 「⻑松嶺」は⼿掛かりがありません。名前から推察すると、境内から⾒える周囲の⼭の尾根のどれかであることは

確かでしょう。「無⾨関」とは⼿掛かりがありません。また、⼗景の残り五つについても不明ですが、富⽥の優れた景
観を借景にして、境内の建物や庭園と⼀体のもとして⾵致を整えていたに違いありません。⽇本⼀の農村⾵景の地は、
室町・戦国時代から景観を⼤切にしてきたのです。                 （恵那市職員 三宅唯美）       

 
 
                            

「おにがきた〜！」 
        

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！ 

寒い毎⽇が続く中にも、差す⽇は明るくて、節分
の⾏事を楽しんだ⼦ども達です。祖⽗⺟の⽅に届け
て頂いた沢⼭の⾺酔⽊

あ し び
やヒイラギ。⻤が嫌う真っ⿊

な煙を⽴てて燃やしたり、いわしの頭を刺して家に
持ち帰ったり・・・でもこわ〜い⾚⻤と緑⻤が岩村
こども園に来ちゃったんです。ちょっと怖かったけ
ど，みんなで、勇気を出して⾖をぶつけ、明るい春
を呼びました。 

年⻑ひまわり組 「さんまいのおふだ」より

年⻑さんは、こども園での⽣活も残り少なくなりました
が、元気いっぱい楽しんでいます。外では「ケイドロ」や「サ
ンスクミ」で思いっきり体を動かし、部屋の中ではマフラー
編み等、⼿や指先を使う遊びが続いています。参観⽇には、
楽しい劇をお⺟さん達に⾒て貰い、拍⼿をいっぱい貰った
よ。卒園式迄、健康に気をつけて、過ごしたいです。 
年⻑さんの卒園を思うと、ちょっと淋しいけれど、ぴかぴか
の⼀年⽣になる皆が楽しみだよ 

⽵藪となっている⼤円寺境内。右上奥に三森⼭が望⾒できる 

年⻑すみれ組「おおかみと七匹の⼦ヤギより。」

いわしの頭が 

刺せました～



１ 
１               
社会福祉協議会岩村⽀部からのお知らせ       

岩村福祉センターの３⽉・４⽉の予定をお知らせします。           

◎ 美容・健康トレーニング 
3 ⽉ 23 ⽇（⽔）13:30〜15:00 
4 ⽉ 13 ⽇（⽔）13:30〜15:00 

◎ 毎週⽕曜⽇に「親⼦遊びの場」を開設 
3 ⽉ 22 ⽇（⽕）⼯作遊び 
4 ⽉ 12 ⽇（⽕）クッキング 

◎ 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。（申し込み必要）         

花⾒遠⾜（⾏き先・串原ささゆりの湯）         

4 ⽉ 15 ⽇（⾦） 午前 10：00 集合  参加費１０００円                  

問い合わせ：恵那市社会福祉協議会 岩村⽀所 紀岡・⻄尾 電話 43-0051                     
こんにちは！恵那特別⽀援学校です 

２⽉４⽇（⽊）に中学部が岩村振興事務所にて、５⽇（⾦）、
６⽇（⼟）には⾼等部が岩村振興事務所とアピタ中津川店
で、ロックビレッジ・バザールを開催しました。 

今年度３回⽬ということで、どの作業班も堂々と販売す
る姿がたくさん⾒られました。 

今回のロックビレッジバザールは、⾼等部 
３年⽣にとって最後の販売でした。 
これまでの作業学習や販売で学んできたことを、卒業し

てからも活かしてほしいと思います。 
 

 

    
お礼 

（いわむら城下町のひなまつり賑わい構想委員会から） 

恵那特別⽀援学校の⽣徒さんが、いわむら城下町
のひなまつりの「もちばなの飾りつけ」や「バザー
出店」のお⼿伝いをして頂きました！ 

お⼿伝いを頂きました⽣徒さん・先⽣⽅、本当に
ありがとうございました。 
 
3 ⽉ 2 ⽇、⻄町庚
申堂前のメインス
テージを中⼼とし
て町並みを「もち
ばな」で飾りつけ
て下さいました。 
             
3 ⽉ 6 ⽇、ひなま
つりオープニング
イ ベ ン ト の ⽇ に
は、鍋まつり会場
にて、バザーの出
店をして頂きまし
た。 
⼿芸品や⽊⼯品、 
陶器など素敵な製品を販売して下さり、カフェコーナ
ーでは⼀⽣懸命な接客で会場を盛り上げて下さいまし
た。 

親⼦遊びの場（⼯作遊びの様⼦）

２⽉４⽇ 岩村振興事務所 

２⽉５⽇ アピタ中津川店



         
       
 
 
 
 

『チョット昔の想い出話』     
⼩泉⾸相と佐藤⼀斎と岩村（その五） 

 
              佐藤⼀斎顕彰会・いわむら⼀斎塾 鈴⽊隆⼀ 
 
 平成２１年１０⽉２４⽇、元総理⼤⾂の⼩泉純⼀郎さんが佐藤⼀斎没後１５
０年記念「⾔志祭〜佐藤⼀斎まつり〜」へ参列するため岩村を訪問されたこと
は既にご紹介しました。 
 その際、次のようなご挨拶をいただきましたのでご紹介します。 
「今⽇は、佐藤⼀斎翁の歿後１５０年祭ですが、これからはこの地域だけでな
く岐⾩全体ででも、⼩・中・⾼等学校で、佐藤⼀斎というこの地に縁がある偉
⼤な学者がいたこと、そしてこれからの⼈間の修養に役⽴つ⾔葉を噛みしめる 
教育をするということが極めて⼤事だと思っております。佐藤⼀斎は安政６年（１８５９）９⽉に亡くなりましたが、こ
の同じ年に亡くなったもう⼀⼈の仁（じん）がいます。それは、吉⽥松陰です。佐藤⼀斎は９⽉に亡くなりましたが吉⽥
松陰は１０⽉です。江⼾で処刑されました。わずか２９歳。佐藤⼀斎は８８歳の天寿を全うされましたが対照的に吉⽥松
陰は２９歳で命を絶たれました。共に亡くなりましたが、⽣きている⼈たちに⼤きな影響を与えた偉⼈です。 
まさに世の中は⽣きている⼈だけで形成されているものではありません。『死者が⽣きている⼈たちを動かす』という⾔
葉がありますが、こういう偉⼈の⽣き⽅、書を読んで多くの⼈たちが発奮し世の中をよくしようと⽴ち上がったこと、そ
のことを銘記しなくてはなりません。そういう意味で、我々は読書から⼤いに学ぶことができるということを⽰している
と思います。 
 ⼈間は何百年前の、何千年前の⼈の書物を読むことによって、歴史上の偉⼈と付き合いができます。また、⾃分を⾼め
ることができます。だからこそ読書というのはたいへん⼤事だと考えております。 
 私は佐藤⼀斎を知らなかったら、学ぶことの⼤切さがいかに重要か、また、楽しいかということも分からなかったので
はないかと思います。」（続きは次号）  
 
      

「岩村町民展」および「岩村文化芸能発表会」の開催について 

今年度の町民展および文化芸能発表会は、下記のとおり開催します          
〇町    民    展 平成28年3月19日（土）9:00～17:00 
〇町    民    展 平成28年3月20日（日）9:00～15:00   
〇文化芸能発表会  平成28年3月20日（日）12:30～15:00 
 
場所： 岩村コミュニティセンター 大ホール             

 

 

 

    

 

お願い 岩村コミュニティセンター駐⾞場を「バス旅⾏」や「待ち合わせ」等で⻑時間駐⾞利⽤される場合、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をして指⽰を受けてください。 

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

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION 

主な岩村コミュニティセンターの使⽤予定     
（3 ⽉〜4 ⽉）      

３⽉18 ⽇（⾦）⽂化まつり準備作業 
３⽉19 ⽇（⼟）⽂化まつり（町⺠展） 
３⽉20 ⽇（⽇）⽂化まつり（町⺠展・芸能発表会） 
３⽉27 ⽇（⽇）松井楽器ピアノ発表会 
４⽉ 1 ⽇（⾦）くわのみリンゴクラブ 
４⽉16 ⽇（⼟）新婦⼈の会（映画会） 

平成28 年３⽉1 ⽇現在の⼈⼝・世帯表 
総数 5,172 ⼈ （▲16） 〈▲80〉

男性 2,491 ⼈ （▲５） 〈▲39〉

⼥性 2,681 ⼈ （▲11） 〈▲41〉

世帯 1,885 世帯 （▲2） 〈＋３〉

（ ）内は前⽉との⽐較〈 〉は前年同⽉⽐ 
 




