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広報いわむら

ホットいわむらだより

＊（お知らせ） 体験プログラム募集
＊（報告） ホットいわむら総会
＊ひなまつり協賛金のお礼
＊（お知らせ） 6/4 鯉のぼりと水土里を感じる会

勇ましく「恵那市消防団岩村分団」消防操法⼤会で覇を競う

優勝

第４部の操作員

５⽉８⽇（⽇）、消防団の技術の向上と⼠気の
⾼揚を図り、⽕災の鎮圧活動を迅速かつ適切に⾏
うことを⽬的に、平成２８年度「岩村分団消防操
法⼤会」が⾏われました。各部とも⽇頃の練習の
成果を披露するなか、優勝を勝ち得たのは第４部
で、6 ⽉ 12 ⽇（⽇）に開催される「恵那市消防
協会消防操法⼤会」に岩村町代表として出場され
ます。

【平成 28 年度岩村分団消防操法⼤会結果】
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補助⾦を広く活⽤して頂くよう

「体験プログラムの提供者さん・企画」を募集します！
岩村版 enaka！

まなびとあそびの五感体験「いわむら五っこ」

町の魅⼒の掘り起こしと情報発信、観光客の滞在時間の
延⻑、町内での消費の喚起、⽂化伝承などを⽬的に、昨年
度、城下町ホットいわむらを中⼼に「いわむら体験プログ
ラム実⾏委員会」を組織し、視察研修やモニターツアーを
開催するなど、準備を進めてきました。
本年度は前年度の活動実績を基礎に、参加者から参加料
を頂きプログラムを提供する本格的な実施を⾏います。
今年度は昨年度に引き続き、県の主要観光地誘客強化事
業の補助⾦を活⽤して実施することから、継続して提供可
能なプログラムであれば実施に係る経費の⼀部に対して
補助⾦がでます。（①プログラムの実施に係る備品も補助
対象 ②実施経費のうち対象・⾮対象については、事務局
と相談）
補助⾦を広く有効に活⽤して頂きたく、体験型プログラ
ムを提供してみたい⽅・企画を募集します。
補助⾦の活⽤を希望される団体・個⼈におかれまして
は、まず事務局までお電話または E メールでお気軽にお問
い合わせください。【締切：平成 28 年 5 ⽉ 31 ⽇】

☆☆☆いわむら五っこ詳細☆☆☆

旅姿で城下町めぐり体験

（１）本格実施の時期
第 1 段 7 ⽉〜10 ⽉
第２段 11 ⽉〜3 ⽉
うち 7・8 ⽉(夏休み)、11 ⽉を集中実施⽉とする
（２）補助⾦の活⽤イメージ
例）カステーラ作り体験
消耗品費
〇補助対象
（調味料・⾷材等）
⼈件費
×補助対象外
（実施に係る⼈件費）
会場費
〇補助対象
（富⽥会館等の利⽤料）
備品
〇補助対象
（ボウル・焼き型等）
※詳細は事務局と調整
※収⼊（参加費）は全てプログラム提供者の収⼊
（３）イベントの広報（予定）
〇いわむら五っこホームページ
〇いわむら五っこ Facebook ページ
〇名古屋地区を中⼼にフリーペーパーへの広告掲載
〇チラシまたは冊⼦による広報
〇体験プログラムを取り扱う HP への掲載
主 催：いわむら体験プログラム実⾏委員会
事務局：岩村振興事務所 近藤
（問合せ）電話 43-2111
E メール akihiro_kondou@office.city.ena.gifu.jp

岩村の染織ワークショップと⼯房⾒学

3/12 モニターツアー実施企画（参考）
〇重伝建の町並みを守る匠と建物めぐり体験
〇郷⼟菓⼦・からすみづくり体験
〇旅姿で城下町めぐり体験
〇岩村の染織ワークショップと⼯房⾒学
〇藩校「知新館」で学ぶ「佐藤⼀斎」と「⾔志四録」
〇東濃の⽊を削って⽊⽬を活かしたおしゃれな
⼀輪挿しをつくろう
〇農村と城下町の魅⼒に触れカメラで撮影していく
体験ツアー
〇美味しいランチは⼿作りスプーンで
〇書画を楽しもう 伊藤⼀樹先⽣
〇世界でたったひとつの⼿作りキャンドルを
作ってみよう
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お知らせ：鯉のぼりと⽔⼟⾥を感じる会 お知らせ：
「町内⼀⻫清掃」

端午の節句に合わせ「⼦ども達の健やかな成⻑への願
毎年６⽉最初の⽇曜⽇は「町内⼀⻫清掃」です。
い」を込めた「鯉のぼり」が富⽥の空を悠々と泳いでいま
⾬天による中⽌の場合は、午前7時に告知放送でご案内
す。この姿を眺め初夏を体験しに来てください。
いたします。
富⽥川の⽣き物調査や⽔・⼟・⾥の勉強会もあります。
今年も、みなさまのご協⼒をお願いいたします。

6 ４⽇（⼟）

⽇にち 平成 28 年
⽉
場 所 ふるさと富⽥会館

10:00〜15:00

6⽉５⽇ (⽇)

⽇にち：平成27年

★臨時収集場所（草・⽊）①合原駐⾞場

・農村の機能クイズ ・⼿押し相撲⼤会
・富⽥川の⽣き物調査(⽣き物捕獲＆観察) (無料)
・ながめてみよう鯉のぼりと⽇本⼀の農村景観 (無料)
・とみだのお⽶でニギニギランチ (500 円)
・錦鯉すくい (無料) ・売店（柏餅・やきそば等）

共催：「なんか楽しいことやろまいか」「のういち会」
お問い合わせ：43－4021（茅の宿とみだ）

②菅沼駐⾞場

受付時間：9:00〜11:00
★⼟砂臨時捨場

〇岩村町新柱地内旧残⼟捨場

受付時間：9:00〜11:00
★可燃ごみ（草・⽊以外）・不燃ゴミ
→振興事務所から配布されたごみ袋に⼊れて、各ごみ
収集⽇に地区のステーションに出してください
お問い合わせ：岩村振興事務所

電話

0573-43-2111

報告：平成 28 年度「城下町ホットいわむら」定期総会

平成 28 年 4 ⽉ 28 ⽇（⽊）、城下町ホットいわむらの定期総会が岩村振興事務所で開催されました。
本号では前年度決算について、ご報告いたします。28 年度予算は、次号でご紹介いたします。
収⼊の部
恵那市補助⾦
補助⾦(恵南地区商店街振興事業)
元気発信事業補助⾦
主要観光地誘客強化事業（受託料）
繰越⾦
事業収⼊
雑収⼊
総計

単位：円
4,279,000
400,000
2,939,000
5,011,207
5,627,252
1,668,010
433,688
20,358,157

収⼊ 20,358,157 円－⽀出 14,169,434 円
【平成 28 年度への繰越⾦：6,188,723 円】
⽀出の部の特別事業（内訳）
〇元気発信事業
・いわむら城下おかげまつり
・観光講演会
・縁結び城下町街コン
・縁結び城下町結婚式
・クラフトフェアいわむら
・ひなまつり（宵のひなまつり）
〇主要観光地誘客強化事業（受託料）
・特産品開発事業
・体験プログラムの開発事業

⽀出の部
事務費
健康福祉
特別⽀援学校バザー⽀援
地域ぐるみの⾼齢者福祉事業
命のふれあい体験事業
郷⼟料理・⽂化伝承事業
⽶づくり体験事業
⽣活環境
都市交流
ゆかりの郷・ふるさと協定交流事業
ひなまつりの充実事業
交流⼈⼝の拡⼤事業
産業振興
城下おかげまつり対策事業
教育⽂化
岩村城跡清掃整備事業
住⺠参画
情報共有化対策事業
特別事業
恵那・岩村まちなか市
元気発信事業
主要観光地誘客強化事業
総計

単位：円
782,520
631,519
28,376
40,524
216,864
7,750
338,005
０
3,322,064
9,930
2,531,713
780,421
197,363
197,363
59,552
59,522
198,222
198,222
8,978,194
463,620
3,510,789
5,003,785
14,169,434

2016

いわむら城下町のひなまつり
協賛⾦ご協⼒の御礼
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

３⽉１⽇から４⽉３⽇までの⼀ヶ⽉あまりに亘る「いわむら城下町のひなまつり」を無事終えるこ
とができました。これも皆様のご⽀援あってのことと、本委員会⼀同、⼼より感謝申し上げます。
開催に際し、多くの皆様から協賛⾦、募⾦のご協⼒を頂きました。
皆様⽅の温かいご⽀援に深くお礼申し上げます。
ここに本イベントへのご協賛⾦実績を下記のとおり、ご報告させて頂きます。

⼀般協賛⾦

合計

57 件

ひなまつり募⾦箱

合計

8 箇所

合計

168,000 円
52,829 円

220,829 円

ご協賛いただきました皆様のご芳名を下記に掲載し、ご報告とさせていただきます。

協賛⾦ご芳名
（順不同・敬称略）
瀬⼾利之 鈴⽊繁⽣ 深萱康恵 宮澤博光 ⼩⼭直江 ⼋⽊鐘市 百瀬⽂康
三輪哲司 藤井浩喜 安藤公⼀ 勝川哲男 後藤俊彦 ⽯原邦⼦ 川原広⼦
⼩澤和⼦ ⻄尾博吉 堀井廣⼦ ⼭本耕嗣 神⾕和代 後藤婦さ ⾦澤正雄
⻄尾信治 三園了三 ⻄尾茂⽂ ⽔野利哉 近藤杏美 近藤⽇奈 堀恵⼦
⽥中孝 鰀⽬章 ⽯原貴志郎 中根ムツ⼦ ⽔野美恵⼦ 佐々⽊ちま⼦
佐々⽊美代⼦ 細野美⼦ 市川千代⼦ 加藤すみゑ
松浦軒本店 藤井時計店・藤時屋 三浦畜産 エコー⾐料品店 岩村醸造
浅野モータース かんからや 安藤⽣花店 鈴⽊順治商店 やすだや洋品店
⼤⿊屋 松⽉庵 スポーツショップニシオ いわむらカントリー ⾳斎処
うめしょう ⼭丸屋商店 ⼤島鍼灸整⾻院 観光協会岩村⽀部
募⾦箱へご協⼒いただいた多くの皆さま
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恵那市観光協会岩村⽀部からのお知らせ

第２回ひなのフォトコンテスト」⼊賞作品展⽰中‼
〜勝川家にて５⽉末まで開催〜
「第 14 回いわむら城下町のひなまつり」に協賛し実
施しました「第 2 回ひなのフォトコンテスト」の表彰式
を 4 ⽉３０⽇(⼟)に勝川家にて⾏いました。
表彰式には、⼊賞者１４名中、１３名の⽅々が出席。
⼊賞者には、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と、(⼀社)恵那市観光協会岩村
⽀部の渡曾延彦⽀部⻑より、それぞれ賞状、岩村の商品
券・特産品が渡されました。
なお⼊賞者の作品展は、5 ⽉末まで勝川家にて展⽰さ
れておりますので、ぜひご覧ください。

（⼊賞者のみなさん）

ひなのフォトコンテスト表彰式と作品を眺める来場者の様⼦(勝川家前にて)
町並みふれあいの舘内

(⼀社)恵那市観光協会岩村⽀部(岩村町観光協会)

展⽰は 5 ⽉末まで
TEL/FAX 43-3231

いわっこクラブ活動紹介
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。
「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、「スポーツ吹き⽮」、「プチ
運動会」、
「調理」などを⾏う予
定です。また、城下町ホットい
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。
⼦ども達との関わりを通して、
⽣きがい作りをしませんか？
お気軽に⽣涯学習課までお問
い合わせください。
お問い合わせ

まちづくり推進部⽣涯学習課

電話 26-2111（内線 342）

専⽤ダイヤル

090-4400-0771
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いわむら歴史再発⾒ vol.28
桜井屋敷の役割を考える

岩村城の謎シリーズ（４）

前回は⽕薬庫の説明板の建っている場所は⽕薬の保管
場所（煙硝蔵）ではなかったことを紹介しました。この場
所は現存する城絵図すべてに単層（平屋）の櫓が描かれて
います。『明和３年岩村城平⾯図』には「櫻井屋鋪」と記
されており、屋敷地と位置付けられています。しかしここ
に藩⼠が居住した記録はなく、江⼾中期以降は住む⼈のい
ない空き屋敷であったようです。また、『平⾯図』をよく
⾒ると、現在は通り抜けのできる⼋幡曲輪の河合五郎左屋
敷との間は柵でふさがれており、ここに⾏くためには帯曲
輪を突き当たりまで進み、⾨（帯曲輪⾨）をくぐって急な
坂道を下るほかはありません。⼆ノ丸を通り抜けると近道
ですが、⼆ノ丸から帯曲輪へ出る⾨は不明⾨（あかずもん）
で普段は閉ざされており、通ることはできません。桜井屋
敷は城の中では⼀番不便な場所であるといえるでしょう。
桜井屋敷から⾒た本丸・出丸
なぜこのような所にわざわざ櫓を構え、屋敷地として維持
したのでしょうか。
写真をご覧ください。最近城⼭では、眺望の障害となる樹⽊の伐採が進められています。その成果で撮影が可能に
なった写真で、皆さんのほとんどが⾒たことのないアングルだと思います。撮影場所は桜井屋敷、写っているのは正
⾯左が本丸の⾼⽯垣、右端が出丸です。煙硝蔵は中央、ちょうど正⾯の⽊に隠れるような位置にありました。この写
真を⾒ると、桜井屋敷の担った役割は⼀⽬瞭然です。
岩村城の弱点は⼤⼿の斜⾯がなだらかで⽐較的簡単に攻め登れることです。そのため三重櫓などで厳重に固めてい
ますが、⼀の⾨の⼿前で右に迂回すると本丸に簡単にとりつくことができてしまいます。そのルート上に位置するの
が桜井屋敷のある尾根です。ここを占領すれば本丸、出丸は⽬前ですし、⼋幡曲輪を背後から攻撃することもできま
す。
岩村城の築城者は、ここに櫓を置くことでこうした弱点をなくそうとしたと考えられます。また実際に攻撃された
場合には、尾根の⼿前で敵を⾜⽌めし、出丸と連携して攻撃することができます。
桜井屋敷の櫓は単層の⼩さなものでしたが、防御の要の⼀つといえるでしょう。
（恵那市職員 三宅唯美）

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！

今年度最初の
知新集会がありました！
平成２８年度、岩⾢中学校は全校⽣徒１
５１⼈でスタートしました。今年度も学校
教育⽬標「確かな学⼒、豊かな⼼、逞しい
体」の具現に向けて精⼀杯、努⼒をします。
地域の皆様、ご⽀援・ご協⼒をよろしくお
願い致します。今年度より、１年間を５期
に分けて、期ごとの⽬標を意識した取り組
みを⾏います。（昨年度は６期に分けてい
ました。）４⽉、５⽉、６⽉は「⼟台づく
りのⅠ期」です。Ⅰ期の知新集会では、⽣
徒会執⾏部と各専⾨委員⻑が中⼼となり、
岩⾢中学校の１年間の流れや活動内容を
説明しました。全校⽣徒の⽣徒会活動につ
いての理解がより深まるように、この集会
では「委員会への質問タイム」を企画しま
した。リーダーからの⼀⽅的な内容説明だ
けではなく、全校⽣徒が主体的に⽣徒会活
動に向かうことができるような⼯夫が多
く⾒られました。

今⽉は

岩⾢中学校

（質問）生活委員会で大切にしていることは何ですか？
（回答）今年度の重点は・・・・

恵那市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５・６⽉の予定をお知らせします

◎いっしょにいこまい会

５⽉２０⽇（⾦）10：30〜
☆歌って体操
会費 300 円（お昼ご飯もあります）

◎美容・健康トレーニング

5 ⽉ 25 ⽇(⽔) １3：３０〜１５：００
5 ⽉ 30 ⽇(⽉) １3：３０〜１５：００
6 ⽉ 8 ⽇(⽔) １3：３０〜１５：００

◎毎週⽕曜⽇には、
「親⼦遊びの場」の開設
５⽉１７⽇(⽕)
５⽉２４⽇(⽕)
６⽉ ７⽇(⽕)
６⽉１４⽇(⽕)

（いっしょにいこまい会 串原温泉へ花見遠足）
28.4.15

読み聞かせ
⼯作
クッキング
読み聞かせ

マスコットキャラクターの

「ボランちゃん」です。

よろしくお願いします。

◎独り暮らし・⾼齢世帯の希望者の⽅に
６⽉１０⽇(⾦)

朴葉寿司の配⾷（１⼈１パックのみ・３００円）
問い合わせ：恵那市社会福祉協議会 岩村⽀所 ⻄尾 電話 43-0051
ホームページ：http://www.ena-shakyo.or.jp/

こんにちは！恵那特別⽀援学校です
桜の花が満開の４⽉８⽇（⾦）、⼩学部１４⼈、
中学部１０⼈、⾼等部２５⼈、合計４９⼈の児童⽣
徒が転⼊学し、県議会議員様をはじめ、２９名のご
来賓の皆様に⾒守っていただく中、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１５２⼈となり、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、よろ
しくお願いいたします。
〈校⻑式辞〉

〈新⼊⽣代表の宣誓〉

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION

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

『ご挨拶』

岩村コミニティセンター 三学のまち推進員 中根敏雄

⾵薫る新緑の季節を迎えようとしているこの頃ですが、このたび 4 ⽉より岩村コミュニティセンターに三学のまち推進
員として勤めさせていただく事となりました。
市役所の組織再編に伴って、地区コミニティセンターは振興事務所に統合されることとなり、新条例として「恵那市コ
ミニティセンター条例」が制定され、第 1 条の設置では、
「⽣涯学習の推進に資するための諸活動の場、地域住⺠によるま
ちづくり活動の場等を提供し、もって市⺠福祉の増進に寄与するため」と設置⽬的が明確に定められ、旧公⺠館条例は廃
⽌されました。このことにより従前の設置規定によらないことになり、公⺠館⻑は廃⽌され、その職責は「三学のまち推
進員」という職が引継ぐこととなりました。新たに設置された役職で⼾惑いを感じていますが、地域における⽣涯学習推
進のため地域の皆さんのマンパワーをお借りし、活⼒ある地域づくりを⽬指すとともに、他地域との情報交流を深め、情
報共有及び皆様と協⼒しながら⽣涯学習の充実を図っていけるように努⼒したいと思います。また、先ほど申しましたが、
今年度は振興事務所に統合されることとなり、皆様には⼤変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協⼒をよろしくお願い
します。
新たな推進員ですが、⼀⽣懸命頑張りたいと思いますので、皆様のご指導ご協⼒をよろしくお願いします。

公⺠館周辺の清掃作業実施予定

５⽉２９⽇（⽇）朝７時３０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

☆★☆ 本の貸出しについて ☆★☆
〇図書館システムの変更に伴い、本の貸出しはバーコード管理になり、図書カードの提⽰が必須となりま
した。図書カードは【恵那市中央図書館・恵那市内１３のコミュニティセンター】共通で使えます。
〇「利⽤申込書」にご記⼊のうえ、住所確認できるものと⼀緒に恵那市中央図書館カウンターにお出し下
さい。「ほんのカード」を発⾏します。是⾮ご利⽤ください。

主な岩村コミュニティセンターの使⽤予定

（５⽉）
５⽉ 21 ⽇(⼟) 戦没者追悼式典
５⽉ 21 ⽇(⼟) 恵那ことぶき結婚相談所
５⽉ 27 ⽇(⾦)〜29 ⽇(⽇) 染め物プロジェクト
５⽉ 29 ⽇(⼟) 岩村地区⼭林管理組合総会

平成 28 年５⽉ 1 ⽇現在の⼈⼝・世帯表
総数

5,153 ⼈ （+11） 〈▲61〉

男性

2,479 ⼈

（＋7）

〈▲28〉

⼥性

2,674 ⼈

（＋4）

〈▲33〉

世帯

1,885 世帯

（±０）

〈＋5〉

（ ）内は前⽉との⽐較〈 〉は前年同⽉⽐

〇第２次恵那市総合計画地域計画（岩村地域自治区）キャッチフレーズ

お願い

消滅しないぞ「いわむら」

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。

