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広報いわむら

ホットいわむらだより

＊いわむら城下町のひなまつり（お礼）
＊（告知）城山一斉清掃、ホットな田んぼ田植え他
＊（特集）ゲストハウス「やなぎ屋」ＯＰＥＮ！

晴天！盛⼤！城下町が舞台の結婚式で３組のカップルが挙式

３⽉ 27 ⽇（⽇）、岩村本通りを舞台に「城下町結婚式」が執り⾏われました。
式を挙げたのは、市内在住の３組のカップル。新郎と新婦は、雅楽の演奏に合わせて本通りの約三百メート
ルを歩き、庚申堂で神前式を挙げました。隣接の特設ステージでは「披露宴」があり、⽔野正敏県議会議員に
よるお祝いのお⾔葉、菓⼦まき、バルーンリリースなど賑やかに進⾏。鏡開きでは、集まった五百⼈の観衆と
⼀緒に乾杯しました。観衆のあたたかな祝福の中で、式と披露宴は厳かに、そして晴れやかに挙⾏されました。
ご存じでしたか？ホットいわむらＨＰでは、ホットだよりの全てがフルカラーで⾒られます！
城下町ホットいわむらＨＰでは、創刊号から今⽉号までの全てをフルカラーでご覧頂けます。
城下町ホットいわむらホームページはこちらまで http://hot-iwamura.com/ または、ホットいわむらで検索
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2016 いわむら城下町のひなまつり後半イベント

mini PHOTO ギャラリー

３⽉１９⽇／着物の⽇

３⽉２０⽇／クラフトフェアと恵那・岩村まちなか市

３⽉２６⽇／宵のひなまつり

３⽉２６⽇／城下町⾳楽祭

【ひなまつりプチ情報】ひなまつりが開催される３⽉の町内観光施設⼊場者数（観光動態調査）は、５年前と⽐較して
⼤きく伸びています →→→ ◇H24 17,284 ⼈ ◇H28 27,758 ⼈ （10,474 ⼈増）

恵那市観光協会岩村⽀部からのお知らせ
特選に福⾕さん(岐⾩県下呂市)の作品が輝く
〜第２回「ひなのフォトコンテスト」審査会開催〜

4 ⽉ 12 ⽇、岩村振興事務所にて、ひなまつり賑わい構想委員会、
観光協会岩村⽀部の他、有識者（専⾨家)を交えて「第 2 回ひなの
フォトコンテスト」の審査会を開催しました。
昨年（第 1 回）を上回る 164 作品の応募（応募者数 62 名）が
あり、どれもみごと作品ばかりでしたが、厳正な審査の結果、下
記の⽅々が⼊賞されました。なお⼊賞者の作品展は、5 ⽉ 1 ⽇か
ら 1 か⽉間、勝川家にて展⽰されますので、ぜひご覧ください。
特 選
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作品名：城下のひな飾り
作品名：⽻ ば た く 春
作品名：き れ い だ ね
作品名：す て き な 夫 婦
作品名：⼦供たちのひなまつり
作品名：祝
花
作品名：ひなの卒業記念⽇
作品名：シャボン⽟とたわむれ
作品名：願 い を 乗 せ て
作品名：鮮
や
か
作品名：「勝川家、⼦供部屋にて」
作品名：⾦⿂と⼀緒にひなまつり
作品名：宵 の ひ な 祭
作品名：キャンドル ストリート

町並みふれあいの舘内

福⾕昌⼰さん
⻄尾勝利さん
市原和成さん
古⼭秀清さん
笹⼭達成さん
佐藤光市さん
⻘⽊孝義さん
伊藤春政さん
宇津野健太郎さん
蔵園美咲さん
佐藤雅彦さん
稲垣政紀さん
渡辺裕⼀さん
⾼井昌博さん

下呂市
⼟岐市
可児市
可児市
名古屋市
岐⾩市
中津川市
恵那市
名古屋市
恵那市
浜松市
みよし市
可児郡御嵩町
中津川市

【特選】福⾕昌⼰さんの作品
〜城下のひな飾り〜

(⼀社)恵那市観光協会岩村⽀部(岩村町観光協会)

審査⾵景
TEL/FAX

4３-3231
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＊2016 いわむら城下町のひなまつりのお礼＊
〜皆様の「おかげ」をひしひしと感じて〜

いつもの年にくらべて幾分早く桜の花が咲いて⻑かった岩村の冬が終わり、春が
やってきました。商⼯会の⼥性部の皆様を中⼼に始まった「いわむら城下町のひな
まつり」も、今年で 14 回を数えるまでになりました。住⺠⼿づくりのイベントとし
て、おかげさまで来場者数が年々増えています。
「いわむら城下町のひなまつり」は、⼤変多くの⽅々に⽀えられ、運営が成り⽴っ
ています。イベントの開催に関わって頂いた⽅、ひなとうろうの絵を描いてくれた
⼩学⽣のみなさん、ご来場いただきましたお客様、地域住⺠の皆様など、多くの⽅々
のご理解とご協⼒があってこそだと痛切に感じております。
本当に、ありがとうございました。ホットいわむらだよりの誌⾯をお借りしまし
て、厚くお礼申し上げます。
毎年、様変わりしていく「いわむら城下町のひなまつり」ですが、本年はこれまで実施してきたイベントのスケ
ールアップとともに、新しい取り組みにもチャレンジしました。なかでも城下町結婚式は、３組のカップルが、こ
こ岩村の地を第⼆の⼈⽣のスタートにしたいと応募して頂き、合同で挙式を挙げることとなりました。ご来場のお
客様からも祝福の⾔葉や拍⼿を受け取り、賑やかに、そして華やかに３組のカップルの⾨出をお祝いすることがで
きました。3 組のカップルの皆さん、おめでとうございました。
この取り組みは、岩村町が有する歴史的景観を活かした取り組みで、新聞にも⼤きく取り
上げられたように、新しい形の情報発信と城下町のさらなる魅⼒化につながる事業であった
と思います。
「いわむら城下町のひなまつり」は、来年以降も続いていきます。今後も皆様のご意⾒をお
聞きして、より良いひなまつりづくりに取り組んでいきたいと考えております。
よろしくご理解ご協⼒をくださいますようお願い申し上げます。ありがとうございました。
2016 いわむら城下町のひなまつり賑わい構想委員会

委員⻑

瀬⼾みよか

お知らせ：ホットな⽥んぼで「農業体験」 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

今年もやりますホットな⽥んぼ！まずは⽥植え！

ホットいわむらでは⼩学⽣を対象に、⽶作りの⼤切さを
毎年 100 名を超える⽅々にご参加頂く「岩村城跡の清掃
学ぶ体験会を今年も開催します。春の⽥植え、夏の草取り、 作業」を下記の⽇程で開催します。
秋の収穫と全３回のシリーズで開催。
⽇本百名城・⽇本三⼤⼭城のひとつ「岩村城跡」を美し
農村景観⽇本⼀の⽥んぼで、昔ながらの⼿植えの⽥植え くするために、皆様のお⼒添えをお願いいたします。
を体験できます。

⽇

時：

集合場所：
持 ち 物：
参 加 費 :
主
催：
共
催：

５⽉ 21 ⽇(⼟)

13:30〜15:00 頃

ふるさと富⽥会館前 ※⾬天決⾏

ぼうし・タオル・お茶・⻑靴・⾬具（カッパ）・⻑袖

無料 ※当⽇参加も OK です!!
城下町ホットいわむら・こども塾チーム
市まちづくり推進部⽣涯学習課
（「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 43-2111（岩村振興事務所）

⽇

５⽉ 15 ⽇ (⽇)

時：

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 43-2111（岩村振興事務所）

4/30（土） 「ゲストハウス やなぎ屋」OPEN！
柳町にある、20年以上空き家の状態だった小林家を、（株）
え～ないわむらが改修工事を行い、4月30日にゲストハウス
としてOPENします。
ゲストハウスとは、料理が付かない素泊まりの宿で、安価
な宿泊料金や、他の宿泊者と交流が持てる、ドミトリー（相部
屋）などが特徴で、若者や外国人客に人気の宿泊施設です。
長年、空き家の状態だった小林家に解体の話が持ち上った
時、町の景観保全と、若者や外国人客など、新しい層のお客
さんが岩村に来てもらえることを目的に改修が始まりました。
建物は、相部屋が2部屋と個室が3部屋の合計25人程が宿
泊でき、無料で利用できるキッチンスペースやシャワー室な
どがあります。また、今夏頃には宿泊者以外だれでも利用で
きるバー＆ラウンジをOPENする予定です。バー＆ラウンジ
では、今後、観光客と地元町民が交流できるような、様々な
イベントやワークショップなどを行う予定です。
「ゲストハウス やなぎ屋」外観写真
■宿泊料金
男女ドミトリー（相部屋）

2,800円/泊

女性専用ドミトリー（相部屋）

3,000円/泊

個室（和室6帖）

1名・・・4,500円/泊

2名・・・7,000円

個室（和室8帖）

1名・・・5,000円/泊

2名・・・7,400円

■改修前の小林家の写真

3名・・・9,600円

期間限定！⼤名桜 今年もライトアップ

殿町の⼀⾓に通称⼤名墓地（乗政寺⼭墓地）があります。この墓地
の登り⼝に⼤きな桜の⽊があり、毎年⾒事な花を咲かせています。
この時期、花が⾒ごろになると⽇が沈む時刻くらいからライトアッ
プされますが、このライトアップは実は近隣のご家庭の⽅の⼿による
ボランティアで毎年⾏われているのです。そのことを知る⼈はそんな
に多くありません。
その御家庭のお祖⽗様が「皆さんが喜んでくだされば・・。」とライ
トアップを始められたそうですが、他界された後もお祖⽗様の遺志を
引き継ぎ奥様や娘さんたちによって毎年⾏われているそうです。
賑やかな花の宴のライトアップは⽇本全国各地にあれど、こういっ
た奥ゆかしい静かで⾵情のある夜桜⾒物もなかなか良いものです。
ちなみに私が散歩中に偶然通りがかった時も、⼀組のカップルが寄
り添って、そっと花を愛でていらっしゃいました♡
（Facebook ページ「岩村町を散歩中」から引⽤させて頂きました）

農村景観⽇本⼀を泳ぐの鯉のぼり！

本町トイレがリニューアル

「茅の宿とみだ」か
らほど近い⽥んぼ
に、約 80 の鯉のぼ
りが泳いでいます。
6 ⽉４⽇まで。
この企画は「なん
か楽しいことやろ
まいかとみだ」の皆
様の発案です。

平成 27 年度の県の
主要観光資源誘客
強化事業補助⾦を
受けて、かねてから
男⼥兼⽤で使い勝
⼿が悪かった本町
トイレが、新しく浄
光寺前に建て替え
られました。

いわむら歴史再発⾒ vol.27
煙硝蔵はどこにあったか

岩村城の謎シリーズ（３）

江⼾時代の主武器である⽕縄銃の銃弾は、今のような薬莢にはなってお
らず、発砲するためには弾丸のほかに粉末の⽕薬が必要でした。この⽕薬
を備蓄する蔵が煙硝蔵（⽕薬庫）です。どの城にも必ずあり、⽕が⼊ると
⼤爆発する恐れがあるため、地下式にしたり、他の建物から離れた位置に
建てたりするなど⼯夫していました。例えば現存する⼤阪城の煙硝蔵は壁
が⽯積みになっています。 岩村では、城の中と新屋敷の⼆個所に煙硝蔵
が置かれていました。このうち城の中の煙硝蔵は、本丸下の帯曲輪と⼋幡
曲輪を結ぶ通路の途中に写真のような説明板があり、そこにあったと書か
れています。
ところが、18世紀初めに描かれた『濃州岩村城并居屋敷・家
中屋敷町屋敷絵図』
（市指定⽂化財）を⾒ると、帯曲輪のうち出
丸の脇、現在⽯組みの井⼾のあるところに建物が描かれ、
「焰硝
蔵」と注記されています。この建物は『享保３年岩村城絵図』
『明
和３年岩村城平⾯図』
（いずれも県指定⽂化財）にも描かれてい
ます。またその形も、平屋で窓がなく漆喰で塗り込められた建
物として描かれており、他の櫓や⼟蔵に⾒られる下⾒板もあり
ません。⽕災に備えて密閉し、可燃性の下⾒板も採⽤しなかっ
たもので、⽕薬を蓄えるのにふさわしいといえます。
少なくとも、18世紀の中ごろまでは、煙硝蔵は出丸の脇にあ
ったとみていいでしょう。
では、なぜ説明板を建てるとき、あの場所を⽕薬庫としたので
しょうか。幕末に移転した可能性もあるので、間違いとは⾔い
切れません。調査中ですがまだ⾒つけられずにいます。あの場
所は、江⼾時代には「桜井屋敷」と呼ばれていました。この話
はまた次回に。
（恵那市職員 三宅唯美）

「火薬庫」の説明板

絵図に描かれた煙硝蔵
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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４・５⽉の予定をお知らせします

〇美容・健康トレーニング
４⽉ 27 ⽇（⽔）

13:30〜15:00

〇毎週⽕曜⽇は、「親⼦遊びの場」を開設
４⽉ 19 ⽇（⽕）

読み聞かせ

４⽉ 26 ⽇（⽕）

⼯作

５⽉ 10 ⽇（⽕）

クッキング

親⼦遊びの場

★★★★★★★★★お⾵呂へどうぞ★★★★★★★★★
岩村福祉センターのお⾵呂は、⼀般の⽅もご利⽤頂けます。
⼊浴料３００円（⼟・⽇・祭⽇除く）10:00－16:00
効能：神経痛・腰痛・肩こり・リウマチ・冷え性等々
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

福祉センターのお⾵呂

問い合わせ：恵那市社会福祉協議会

こんにちは！恵那特別⽀援学校です
３⽉４⽇(⾦)に⾼等部の卒業証書授与式、３⽉１７⽇(⽊)
に⼩学部、中学部卒業証書授与式を⾏いました。
⾼等部２４⼈、中学部１３⼈、⼩学部６⼈の卒業⽣が、
堂々とした態度で卒業証書を受け取り、⽴派に答辞を述べ
ました。在校⽣は、今までの感謝の気持ちを込めて送辞を
述べ、拍⼿で卒業⽣を送りました。卒業⽣の新しいステー
ジでの活躍を願っています。
【進路状況】
⼩学部

６⼈

・岐⾩県⽴恵那特別⽀援学校中学部

中学部

１３⼈

・岐⾩県⽴恵那特別⽀援学校⾼等部
・中津川市⽴阿⽊⾼等学校

⾼等部

２４⼈

・企業への就職
・福祉事業所の利⽤

など

岩村⽀所

⻄尾

電話 43-0051

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION

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

『チョット昔の想い出話』
⼩泉⾸相と佐藤⼀斎と岩村（その六）
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１
５０年記念「⾔志祭〜佐藤⼀斎まつり〜」でのご挨拶の続きです。
「私の家には佐藤⼀斎のカレンダーがあります。⾔志四録の良いところが書
いてある。毎朝起きるとこれをめくって、ああ今⽇もこういう気持ちが⼤事
だなと。あるいは『春⾵をもって⼈に接し、秋霜をもって⾃ら粛す』。これ
は私の好きな⾔葉です。全部は書けないので、⾊紙を⼈に頼まれると『春⾵接⼈』とだけ書きます。つぎに続く⾔葉はな
かなか難しいですね。春⾵のようにやさしく⼈に接して、秋の霜、秋霜をもって⾃らつつしむ…これはなかなか出来ない
ことなんですね。⾃分には温かく接して、⼈には厳しく接してしまうのが⼈間ですからね。この佐藤⼀斎の⾔葉を⾒なが
ら、常に反省をしながらこの⾔葉を肝に銘じて、⾊紙に揮毫するわけです。最近ようやくわかってきました。いい⾔葉と
いうのは後になって何回読んでも感じ⽅がちがうんですね。特に、最近、佐藤⼀斎の⾔葉『少くして学べば、壮にして為
す有り。』若いときに学べば壮年になって、⼤⼈になって有為な⼈材になれる。『壮にして学べば、⽼いて衰えず。』⼤
⼈になって、壮年になって学べば歳をとっても衰えない。今、私が好きなのはこの次の⾔葉なんです。『⽼いて学べば、
死して朽ちず。』。私も政界を引退して、還暦も過ぎてもうじき７０になる。⽼いて学べば死んでも腐らない。いい⾔葉
だなと思ってますね。私はこれからも益々この読書なり学びを楽しもうと思っております。
⼦どもを教えるということは⼤⼈も教えるということです。⼤⼈が学ぶということは⼦どもも学ぶということです。教
育に終わりはない。学びに終わりはない。そして学べば精神は腐らないという佐藤⼀斎の⾔葉を⼤事にして、教育の重要
性のために⼤いに先輩の皆さんが頑張っていただきたいと思います」。
⽣涯学習を進めている恵那市にとっても恵那市に住む私たちにとっても、とても良いお話ですので、こうして⽂字にし
て皆様にも読んでいただきました。
六回にわたって「チョット昔の想い出話」を書かせていただきました。
私ばかり独占しては申し訳ありませんので次の⽅へバトンタッチしたいと思います。

岩村コミュニティセンター「特別休館」のお知らせ
ご迷惑をおかけしますがゴールデンウィーク関連「公⺠館特別休館」は

4 月 30 日(土)～5 月 6 日(金)とします。よろしくお願いします。
主な岩村コミュニティセンターの使⽤予定（４⽉〜５⽉）
４⽉ 16 ⽇（⼟）前期市⺠講座受付開始
４⽉ 16 ⽇（⼟）恵那聴覚障害者総会
４⽉ 21 ⽇（⽊）ひまわりの会
４⽉ 24 ⽇（⽇）耕グループ研修会
４⽉ 24 ⽇（⽇）市⼦ども会指導者連絡協議会総会
４⽉ 26 ⽇（⽕）市幼児研究会
４⽉ 29 ⽇（⾦）前期市⺠講座受付終了
５⽉ 15 ⽇（⽇）国際交流協会研修会

平成 28 年４⽉ 1 ⽇現在の⼈⼝・世帯表
総数

5,142 ⼈ （▲30） 〈▲75〉

男性

2,472 ⼈ （▲19） 〈▲42〉

⼥性

2,670 ⼈ （▲11） 〈▲33〉

世帯

1,872 世帯 （▲13）

〈▲1〉

（ ）内は前⽉との⽐較〈 〉は前年同⽉⽐

岩村コミュニティセンターには本の貸出のできる図書室があるのをご存知ですか？コ
ミュニティセンターでは図書室を皆さんに知っていただくため、あるいは本の有効活用
を図るために、図書館やご家庭で不用になった本のリサイクル市を行います
と

き

ところ

平成２８年５月１５日（日）
午後１時～午後４時
午後２時より図書館司書による絵本の読み聞かせもあります。
岩村コミュニティセンターロビー

岩村コミセンでは、「岩村コミセン古本リサイクル市」に向けて、ご家庭等で不用
になった本を集めています。本のリサイクルにご協力をお願いします。

募集期間

4 月 26 日（火）～5 月 13 日（金）

午前１０時～午後５時
※月曜休館日・特別休館日 4/30～5/6 以外
受付場所 岩村コミュニティセンター
※4/30～5/5（月曜除く）は中央図書館にて受付
★本の種類
★募集内容

★その他

単行本、文庫本、新書、児童書、絵本、雑誌（月刊誌、季刊誌）に
限ります。
① 無料で提供願います。
② 活用できないと思われる本については、受け取りをお断りする
場合もございます。
（例）百科事典、古い文学全集、漫画、コミック、週刊誌、
汚れのひどいもの等
③ 直接お持ちいただけるものに限ります。
できるだけきれいな状態でお持ちください。
残った本の取り扱いはおまかせいただきます。

主 催
問い合わせ

恵那市中央図書館・岩村コミュニティセンター
恵那市中央図書館
電話：２５－５１２０
岩村コミュニティセンター 電話：４３－３７２２

