
   

   

 

 

 

 

 

 
               

岩村城再現 CG 9/1 公開予定 〜⾳声案内付き〜     
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http://www.hot-iwamra.com 

平成 28 年 8 月 12 日発行 №59 

ほっと・ホット・もっと 

ホットいわむらだより 

 

＊（特集）いわむら夏祭り大変装行列  

＊（報告）城清掃、加藤景廉供養祭ほか 

＊（お知らせ）飯羽中切電車道まつり 

＊（お知らせ）いわむら城址薪能、いわむら五っこ開催中 

平成 28 年 9 ⽉ 1 ⽇（⽊）、岩村城の CG（ナレーション付き）を公開します。 
CG は岩村城絵図から忠実に再現（三宅唯美⽒監修）され、スマートフォンやタ
ブレットで、城内 15 箇所に設置された看板から QR コードを読み取ることによ
り、それぞれの場所で「在りし⽇の岩村城の姿」と「現在の⾵景」を⽐べて⾒る
ことができます。また、詳しい解説を⾳声ガイドでお聞き頂けますので、端末の
⾳声を ON にしてご覧ください。 
左記の QR コードを読み取ることで、サンプル画像をご覧頂けます。是⾮ご覧く
ださい。 



（平成 28 年度）第 69 回 いわむら夏祭り⼤変装⾏列 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

恵那市⻑賞 ㈱え〜ないわむら
いわむら盛り上げたい

恵那市観光協会
岩村⽀部⻑賞

⼭上
岩村に舞い降りた戦国武将達！

〜⼭上・夏の陣〜

あんどん 優勝 領家

出し飾り 優勝 本町⼆丁⽬  
 

下⽥歌⼦賞 新町⼀丁⽬
どうにもとまらない！！

平成 28 年度 いわむら夏祭り⼤変装⾏列 結果表        
1 位 夏祭り⼤賞 本町四丁⽬ パーフェクトヒューマン お笑い芸⼈⼤集合 

2 位 恵那市⻑賞 ㈱え〜ないわむら いわむら盛り上げたい 

3 位 恵那市恵南商⼯会⻑賞 若ホタルの会 宇宙戦艦ヤマトの宅急便 

⾏
列
順 

⼥城主賞 なんか楽しいことやろまいかとみだ 新鮮やさい組
恵那市観光協会岩村⽀部⻑賞 ⼭上 岩村に舞い降りた戦国武将達！〜⼭上・夏の陣〜
下⽥歌⼦賞 新町⼀丁⽬ どうにもとまらない！！ 
城下町ホットいわむら会⻑賞 ⻄町⼀丁⽬ ミニオンズ
佐藤⼀斎賞 柳町 柳町 イン ワンダーランド 
三好学賞 本町三丁⽬ 真⽥丸
ほたる賞 本町五丁⽬ バルーンピックはリオでじゃねーの？

 

恵那市恵南商⼯会⻑賞 若ホタルの会
宇宙戦艦ヤマトの宅急便

⼥城主賞 なんか楽しいことやろまいかとみだ
新鮮やさい組

夏祭り⼤賞 本町四丁⽬ 
パーフェクトヒューマン お笑い芸⼈⼤集合 



         
お知らせ：飯⽻中切電⾞道まつり開催     

「2016 飯⽻中切電⾞道まつり」が開催されます。こ
のおまつりは、飯⽻中切地区の発展を願い、地域内道路
の交通安全、地域住⺠の親睦、地域活性化などを⽬的と
しています。みなさんも是⾮参加してください。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⽇ 時：８⽉２0 ⽇ (⼟) 16:00〜21:00    
集 合：3 区公会堂付近（通称 飯⽻中切電⾞道） 
     ※⾬天：飯峡会館にて実施 
内  容：地元有志による演芸会や⼩学⽣演歌歌⼿ 東あ

きちゃんオンステージなど 
主 催：飯⽻中切電⾞道発展会 
問い合せ：代表 三宅（090-1627-8926） 

お礼：城⼭清掃 
168 名のご参加を頂きました 
7 ⽉ 30 ⽇、本年 2 回⽬の城⼭清掃が⾏われました。

東濃森林管理署、恵那特別⽀援学校、岩⾢中学校、恵
那市消防団岩村分団の皆さんをはじめ、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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
朝から暑い中、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。 
 今後も岩村城跡の清掃整備活動を⾏いますので、皆さ
まのご協⼒をよろしくお願いいたします。           

報告：恵那特別⽀援学校夏まつりに参加 
7 ⽉ 30 ⽇、恵那特別⽀援学校夏まつりが開催され、

城下町ホットいわむらも参加しました。 
わたがしやフランクフルト、フライドポテトを販売

しました。⼗六銀⾏岩村⽀店にもお⼿伝いいただき完
売することができました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

当⽇は、城⼭清掃と同⽇開催だったため、清掃作業終
了後に清掃参加者が招待され、⽀援学校のご厚意により
スイカやかき氷などを振る舞っていただきおいしくいた
だきました。ありがとうございました。 

 

報告：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 名が出席され
ました。五輪塔（写真）にて墓前祭を⾏い、地元公⺠館
で奉納⾏事として、歴史講話やコーラス等がありました。

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。 



       

第三⼗⼆回 いわむら城址薪能 チケット好評発売中
  

岩村の夏の⾵物詩「いわむら城址薪能」が開催されます。 
チケット好評発売中です！是⾮、ご来場ください。 
 
⽇ 時 平成 28 年 8 ⽉ 27 ⽇（⼟）午後 5 時 30 分開演 
場 所 岩村城藩主邸跡（岩村歴史資料館広場） 

【※ ⾬天の場合 岩⾢⼩学校体育館】 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
恵那市総合防災訓練       

訓練テーマ：      
安心 
～地域の特性と資源を生かした地域防災の実践～       
⽇時：平成 28 年 9 ⽉ 4 ⽇（⽇） 

午前８時から 
 

内容：各地区で個別訓練を実施 

２２２
お知らせ： 
体験プログラム「いわむら五っこ」開催中      

7 ⽉ 21 ⽇にスタートした⽊⼯体験や書画体験など、
様々な「体験」を集めたイベント「いわむら五っこ」が
開催されています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
詳細・開催情報は、「いわむら五っこ」     

〇ホームページ 
〇FACEBOOK ページ    

でご確認ください。     
         いわむら五っこで検索！ 

仕舞「覇王」⼀昨年に作られた新作のダイジェスト版
（⼀番の⾒所のみ演じられる） 
⼥城主は信⻑に何を語るのか？ 

◇◆◇◆◇ 演⽬ ◇◆◇◆◇       
仕舞 … 覇 王 （⾠⺒満次郎） 
能  …  花 ⽉ （⽟井博祜） 

殺⽣⽯ （⾠⺒満次郎） 
狂⾔ … 太⼑奪 （茂⼭千五郎） 

「殺⽣⽯」下野の国、那須に⽯に近づく者は死に、近くを⾶ぶ⿃さえも落ちてしまう不思議な⼤⽯がある。通
りかかった修⾏僧「⽞翁」がそこで出会ったものとは？

「花⽉」七歳で⾏不明となった我が⼦を探す僧が都(清⽔寺)で寺の縁起を美しく舞う少年と出会う。はたして
この少年が我が⼦なのか？ 

 

     
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 

サイレンが鳴ったら隣近所に声をかけて避難場所へ

2016.7.31 電動⽷のこで⽊のハガキをつくろう！

akihiro_kondou
取り消し線



    
 
 
 
 
 
                

「⽣徒の⼿で企画・運営する体育祭を⽬指して」      
今年度の岩⾢中学校の体育祭は「三重 創・想・奏（さんじゅうそう）」というスローガンのもと、全校が⼀丸となっ

て取り組んでいます。⽣徒会執⾏部は、「⽣徒の⼿で企画・運営していくこと。」にこだわりながら体育祭という⼤きな
⾏事を創り上げようとしています。全校の想いを⼀つにし、体育祭成功という⽬標に向けて企画を創り上げ、当⽇はそ
れを成し遂げ奏でられるようにします。 

以下の写真は７⽉２０⽇（⽔）の結団式の様⼦です。練習は初⽇から熱気をおびています。      
 
 
 
 
 
 
 

 
      
                  

  
 

いわっこクラブ活動紹介 （いわっこクラブのみんなは暑くても元気！） 
       

7 ⽉ 4 ⽇（⽉）のいわっこクラブは、スポーツ吹⽮！細⻑
い筒に⽮を⼊れて、⼝で吹いて的に当てます。皆さんは知っ
ていますか？最近テレビ番組でも⾒かけるようになってきて
いますね。 

講師の⽇本スポーツ吹⽮協会の⽅々に吹き⽅を教えて
もらって、いざ実践！みんな上⼿に的に当てていました。
講師の⽅の話をしっかりと聞き、ルールを守って楽しく遊
ぶ事ができました！ 

次回は 9 ⽉ 5 ⽇（⽉）に、岩村壮健クラ
ブの皆様に昔の遊びを教えてもらいます。地
域のボランティアの⽅も随時募集しており
ます。ぜひ遊びに来てください！ 

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 

これは何点かな？ 

今⽉は 
岩邑中学校

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！ 

平成２８年度 
体育祭スローガン 

⽣徒会執⾏部による
スローガンの説明

⾚団応援練習⽩団応援練習

⽣徒が創り上げる岩⾢中学校の体育祭をこうご期待ください！ 

真剣そのもの！ 真ん中に当たったよ！ 



１ 
恵那市観光協会岩村⽀部からのお知らせ 
観光ガイドと⾏く岩村散策＆つまみ⾷いツアー開始‼ 

恵那市観光協会岩村⽀部では、県、市の協⼒を得て、まなびとあそびの五感体験「いわむら
五っこ」のプログラムとして、観光ガイドと共に気軽にいわむらの町並みを散策し、グルメの
つまみ⾷い(試⾷)ができるツアーの申し込みを開始しました。 

ぜひ帰省客や、訪問客のご案内にご利⽤ください。     
  

発着場所  岩村振興事務所 
催⾏⼈員  5 名〜10 名で１グループ 
参 加 費    ⼀⼈ １,０００円 
      ※ガイド代、つまみ⾷い代含む 
開 催 ⽇    毎⽇実施 
出発時間  10：00 11：00 
      13：00 14：00 
所要時間  約２時間 
内  容  岩村本通りのグルメ・特産品 

販売店５店での「つまみ⾷い」 
及び名所・町屋施設案内     

 
 

【申込⽅法】 ◎ 実施希望⽇の 3 ⽇前までに申し込む 
◎ じゃらんＨＰ(Ｗｅｂサイト)の「いわむら五っこ」体験プログラム 

⼜は恵那市観光協会岩村⽀部(町並みふれあいの舘)へ 
 

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) TEL/FAX 43-3231
           
いわむら歴史再発⾒ vol.28  

中切「津島神社」を考える 岩村城の謎シリーズ（5） 
飯⽻間中切の津島神社は、江⼾時代には天王院と呼ばれていました。

『巌⾢府誌』に「廣澤⼭天皇（王）院は中限（切）に在り、寺の背の⼭
上に祇園神を祀る」とあるように、寺院と神社が⼀体となっており、社
僧（⼭伏）によって祀られていました。この記述から⾒ると、現在の社
殿のある場所には本堂（おそらく薬師堂）などが建ち並び、奥の尾根に
神社の本殿があったものと思われます。神社の周辺は胴ヶ平遺跡という
遺跡で広い範囲で古瀬⼾や⼭茶碗を採集することができ、境内の左右の
尾根筋にも遺構と思われる削平地が認められます。ひょっとしたら隣の
⽩⼭神社も寺域に含まれていたかもしれません。 
 津島神社には関ヶ原合戦直後の慶⻑11年（1606）の棟札が残されて
います。⼋幡神社の２枚の棟札に次いで古い、たいへん貴重な棟札です。
銘⽂には「奉再献虵毒神天王」「奉建⽴此御宝殿」「結衆敬⽩」とあります。蛇毒神天王は、午頭天王※の眷属とも⼋王
⼦の1神とも、あるいは⽜頭天王の妻ともいわれる神様です。御宝殿は神社の本殿で、この年に神社の本殿を再建したこ
とが分かります。また、結衆は天王院の勧進に応じて再建費⽤を寄進し結縁を結んだ⼈たちを指します。領主など有⼒
者の名前は書かれていませんので、飯⽻間村の村⺠をはじめとする付近の⺠衆が再建の担い⼿だったのでしょう。 
 棟札の⽂⾯や堂ヶ平遺跡の出⼟遺物からは、天王院が中世から続く古い寺院であったことがうかがえます。神社の正
⾯には飯⽻間川を挟んで極楽寺跡もあり、岩村の中でも特別な場所であったかもしれません。（次回へ続く）           

恵那市職員 三宅唯美     
※津島神社の主神は現在では素戔嗚尊とされていますが、本来は疫病除けの神様である⽜頭天王やその眷属が祀られて
いました。天王院の名称もこれに由来します。 
  

津島神社の拝殿



     
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８・９⽉の予定をお知らせします 
            

◎ いっしょにいこまい会         
８⽉１９⽇(⾦) １０：３０〜１２：３０ 

岩村警部交番⻑さんのお話し 
会費 300 円（お昼ご飯もあります） 

 
◎ 美容・健康トレーニング 

８⽉ 2４⽇(⽔) １3：３０〜１５：００ 
９⽉１４⽇(⽔) １3：３０〜１５：００  
        

◎ 毎週⽕曜⽇には、「親⼦遊びの場」の開設              
８⽉２３⽇(⽕) みんなで遊ぼ                   
９⽉ ６⽇(⽕) クッキング             
９⽉１３⽇(⽕) ゲーム・読み聞かせ 
                                                    

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 
 

 中学部１・２年⽣（１〜５組）は、６⽉ 30 ⽇（⽊）・７⽉１⽇（⾦）

の２⽇間、愛知県の知多半島にある美浜少年⾃然の家と、中部国際空港

（セントレア）での宿泊学習を実施しました。 

１⽇⽬は、天候にも恵まれ、海辺で散策をしました。膝下まで海に⼊

ったり、⾙殻を探したり、砂で遊んだりと、貴重な経験ができました。 

２⽇⽬の中部国際空港では、⾶⾏機を⾒たり、買い物学習をしたりし

ました。⾶⾏機の⼤きさや⾶び⽴つ姿が印象に残りました。 

宿泊学習での活動を通して、１・２年⽣の絆が深まりました。これか

らの学校⽣活もみんなで協⼒して楽しく過ごして充実したものにして

いきます。 
 

【２学期の予定】 

 ９⽉ １⽇(⽊) 第２学期始業式 
 ９⽉１０⽇(⼟) ⾼等部体育祭(⾒学⾃由です) 
１１⽉１１⽇(⾦)・１２⽇(⼟) 知新祭(１２⽇はロックビレッジバザール)  
１２⽉１７⽇(⼟) ウインターコンサート(観覧⾃由です) 

 

暑い日が続いてお

ります、体調にはお

気を付け下さい 



         
       
 
 

 
 

岩村陶芸教室から 
 岩村陶芸教室が平成５年に活動を開始してから、今年で２３年が
経ちました。 

今年は１⽉から窯⼊れし、もう８回も焼くことが出来ました。現
在は２０⼈ほどの⽅が作品作りに参加しており、保育園児から７０
歳ぐらいまでの⽅がみえます。右記の写真のような素晴らしい作品
が沢⼭出来上がりました。初⼼者でも早い⼈は、１０分〜２０分ぐ
らいで出来上がりますし、ご⾃分の⾃由な時間で作ることが出来ま
す。是⾮この機会に参加をし、⼀度体験してみませんか。お待ちし
ております！    

陶芸教室代表 伊藤応⼆    
                             

公民館周辺の清掃作業が実施されました 
 

去る７⽉２４⽇（⽇）朝７時００分から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４８
名によって、公⺠館駐⾞場や周辺の清掃作業をして頂きました。 
結構草が伸びていましたが、⼤変きれいになりました。ありがとうございました。今年はあと１回９⽉に清掃作業を予定
していますので、またよろしくお願いします。 
 また、川側（Ｒ２５７号沿い）に⾞が６台ほど駐⾞してあり、作業が困難でした。事前に駐⾞の連絡お願いします。 
 

         
☆★☆新刊・寄贈本について☆★☆ 

● 新刊及び寄贈して頂いた本が少し入りました。是非また立ち寄ってください。 

        ● 図書カードは「恵那市中央図書館・恵那市内１３のコミセン」で共通で使えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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     
（8 ⽉）        

８⽉１８⽇（⽊）「知新塾夏の友」草⽊染 
８⽉２０⽇（⼟）結婚相談所 
８⽉２１⽇（⽇）郷⼟史講座  
８⽉２３⽇（⽕）⼈権相談所 
８⽉２４⽇（⽔）は恵中安全運転管理部会が開催され  

駐⾞場が⼤変混雑します。職員の皆 
様はご迷惑を掛けますが、国道上の 
菅沼の駐⾞場をご利⽤下さい。 

８⽉２７⽇（⼟）は岩村城址薪能が開催され沢⼭の観 
光客が訪れます。岩村コミュニティ 
センターの駐⾞場も利⽤されますので、 
⻑時間の駐⾞はご遠慮下さい。 

平成28 年8 ⽉1 ⽇現在の⼈⼝・世帯表 
前月 前年

総数 5,146 ⼈ （ ▲ 1 ）〈 ▲ 56 〉

男性 2,480 ⼈ （ ▲ 1 ）〈 ▲ 22 〉

⼥性 2,666 ⼈ （ 0 ）〈 ▲ 34 〉

世帯 1,880 世帯 （ ▲ 2 ）〈 ▲ 10 〉

（ ）内は前⽉との⽐較〈 〉は前年同⽉⽐
 

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。 

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 消滅しないぞ「いわむら」




