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＊（特集）防災訓練
＊（お知らせ）9/22 秋のふれあいウォーキング
＊（お知らせ）9/24 ホットな田んぼの稲刈り体験
＊（お知らせ）山城に行こう in 可児に参加

⾃主防災隊「家具転倒防⽌実践活動」

－

市総合防災訓練にあわせ、岩村町⾃主防災隊（鈴⽊孝司隊⻑）による、家具転倒防⽌実践活動が⾏われま
した。
岩村町⾃主防災隊は、町内の各地区の⾃主防災隊間の相互協⼒と情報交換等の活動を⽀援し、住⺠の協働
の精神に基づく⾃主的な防災活動を⾏うことにより、地震などによる災害の被害の防⽌及び軽減を図ること
を⽬的として、平成 26 年 5 ⽉に発⾜しました。
本事業は、平成 27 年度に策定した、岩村地区防災計画に基づき、恵那市地域のまちづくり活動補助⾦を
活⽤して実施しました。
本年 7 ⽉、町内の各地区に対して希望調査を実施し、その結果、⾼齢者世帯や障がい者のみえる世帯等
の⽀援が必要な 31 世帯を抽出し、⾃主防災隊、各地区の役員、消防団員が協⼒して、ベルト式の家具転倒
防⽌器具等を家具や柱などに取り付けました。
作業は２時間弱で完了し、鈴⽊⾃主防災隊⻑は、災害は地震だけではない。⾵⽔害など、他の災害に対し
ても、今後、⾃主防災隊として取り組むことができる事業があれば住⺠の皆さんと相談しながら計画してい
きたいと意気込みを語りました。
佐藤⼀斎 今⽉のひとこと（９⽉）
今⽉から新連載
⼀斎先⽣が⾔われました。
「お前さんは、何のために⼈間としてこの世に⽣まれて来たのか考えたことはあるかな。
⼀⼈ひとりにこの世で果たさなくてはならない役割（使命・天職）が天から与えられている
のだ。この世にはだれ⼀⼈として必要ない⼈間はいないんじゃよ。今、⾃分に与えられてい
る仕事を精⼀杯がんばることじゃな。」 （⾔志録１０） NPO 法⼈いわむら⼀斎塾

平成 28 年度

（恵那市）岩村町

防災訓練

9 ⽉４⽇（⽇）に開催された「恵那市防災訓練岩村地区総合防災訓練」では、朝 8 時のサイレンによる全⾃治会を
対象とした⾮常参集訓練や家具転倒防⽌実践活動のほか、⾃治会独⾃の取り組みとして、下記のような訓練が実施
されていましたので、そのうち代表的なものをご紹介致します。

重伝建地区内における⼀⻫放⽔（本町〜⻄町〜新町）

防災倉庫の確認（写真は江⼾町：岩⾢⼩学校）

地震体験⾞による地震体験（三区）

⼟嚢積み訓練（⼀区）

防災講習（五区）

炊き出し訓練（恵那市⾚⼗字奉仕団岩村分団）

昔から「災害は忘れた頃にやってくる」と⾔われています。地震、⾵⽔害、⽕災、事故等災害の事前予測はできない
要素が多く、現状においてそれら災害の被害を完全に防ぐことは⾮常に困難です。しかし、いざそうなった時「どうす
れば良いのか？」を知り、備える事で被害を軽減させることはできます。 以上のことから⽇常的に「防災知識・意識
の向上」「対処⽅法の習得」「対策⽤品の確保」等、事前の備えをすることが重要です。
防災訓練を良い機会として、⾷糧の備蓄や停電時の備えなど、⾝近なことでできることから始めてみましょう。

お知らせ：秋のふれあいウォーキング
9 ⽉ 22 ⽇（祝・⽊）、農村景観⽇本⼀の富⽥地区を舞台
に「秋のふれあいウォーキング〜みんなで歩こう農村景観
⽇本⼀〜」が開催されます。
【開催⽇】平成 28 年 9 ⽉ 22 ⽇（秋分の⽇）
【スタート／ゴール】ふるさと富⽥会館
【受 付】AM8:30〜AM10:00
【ゴール制限時間】PM0:45 まで
【参加費】⼤⼈／500 円 中学⽣以下／300 円
【申込み】当⽇受付のみ（事前予約なし）
【コース】A コース お堂めぐりコース･･･7.3km
B コース ⼤円寺コース･･･9.7km
【ゴールイベント】
・特産物直売市 ・岩村城⼥太⿎ ・ジャグリング
【主 催】 富⽥活性化委員会
【後 援】 恵那市・恵那市教育委員会 他
【お問い合わせ先】
（１）町並みふれあいの舘 電話 43-4622
（２）茅の宿とみだ 電話 43-4021

まなびとあそびの五感体験
体験プログラム『いわむら五っこ』開催

岩村在住の作家
⼤間さんの『⽯のモニュメント』設置

岩村を舞台とした⽊⼯体験や染物体験、⾰細⼯体験、町
家めぐりなど、バラエティに富んだ 17 の体験プログラム
を集めた「いわむら五っこ」の後期（10/1〜3/31）の参
加者募集が始まりました。
プログラムの詳細は、「いわむら五っこ」特設ホームペ
ージをご確認ください。

いわむら五っこ HP
検索エンジンで

http://iwamura55.com/

いわむら五っこ

と検索してください

この作品は、平成 27 年度の勝川勇作顕彰会事業の⼀環
として寄贈されました。制作者は、名古屋市⽣まれ、⾦沢
美⼤卒の⼤間光記さんです。⼤間さんは夫妻で岩村に移住
され、働きながら作品作りも頑張っています。
作品の題名は“a beginning”です。皆さん、⾸をかしげ
ながら⾒て下さい、制作者からのメッセージが読み取れる
と思います。
〈設置場所：岩村振興事務所駐⾞場〉
□勝川勇作顕彰会では、若者を育てる⽬的として、以下の
ような取り組みも実施しています。
○岩村福祉センター：⼭⽥彩⼦さん絵画寄贈
○岩⾢中学校：市川浩代さん絵画寄贈
○岩⾢⼩学校：岡⽥昭夫さん絵画寄贈
※三⼈共に岩村出⾝の作家です
▽少年少⼥雅楽クラブ：雅楽後継者育成⽤楽器寄贈

お知らせ：⼭城に⾏こう in 可児に参加
来る 10 ⽉ 8 ⽇(⼟)・9 ⽇(⽇)に、
戦国時代に地理的条件から多くの城
が築かれ、今でも多くの城跡が残る
という岐⾩県可児市で、⼭城の魅⼒
を発信するイベント「⼭城に⾏こう
in 可児」が開催されます。

お知らせ：いわむら城下おかげまつり開催

例年⼤変な賑わいを⾒せる「おかげまつり」ですが、こ
れもひとえに皆様のご協⼒とご尽⼒のおかげであると感
謝の⼼を忘れずに、今年も昨年に負けないようなイベント
となるよう準備委員会を⽴ち上げて活動をしています。
ぜひ、ご期待ください！！
【⽇にち】平成 28 年

1１⽉６⽇（⽇）

【時

間】10:00〜15:00

【場

所】岩村本通り周辺

ボランティア募集！！

10 ⽉ 9 ⽇（⽇）には、東美濃地域の城を整備・活⽤し
準備やイベントのお⼿伝いをしていただけるボランテ
ている団体が集結。岩村町からは、城下町ホットいわむら
ィアを⼤募集します。参加していただける⽅は、問い合わ
が代表で参加し、
「岩村城跡」の魅⼒や活動を PR します。
お時間がございましたら、是⾮、応援にご来場ください。 せ先までご連絡をお願いします。⼀緒におまつりを盛り上
げましょう！！
【前⽇準備】平成２８年１１⽉５⽇(⼟)午後１時〜
【⽇にち】平成 28 年
⽉
⽇（⽇）
岩村振興事務所前集合
【時 間】午前 9 時 00 分〜午後 4 時 30 分
のぼり組み⽴て、テント張り 等
【場 所】花フェスタ記念公園
【当
⽇】平成２８年１１⽉６⽇(⽇)午前 8 時〜
【料 ⾦】当⽇券 1,000 円※⾼校⽣以下は無料
恵南商⼯会岩村⽀所前集合
【参加城】苗⽊城・阿⽊城・岩村城・⼩⾥城・妻⽊城・加
会場設営、イベント中巡回 等
【問 合 せ 】岩村振興事務所 43-2111
治⽥城・顔⼾城・【特別参加】安⼟城等
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〜岩村地域協議会からお知らせ〜

お知らせ：ホットな⽥んぼ『稲刈り体験』

機械ではなく、昔ながらの⽅法（⼿作業）で稲刈りを体
験したい親⼦を募集します。参加者には 11 ⽉ 6 ⽇（⽇）
岩村コミュニティセンターの機能を岩村振興事務所に いわむら城下おかげまつりで、精⽶したお⽶を差し上げま
移転するため、秋から改修⼯事に着⼿する予定でしたが、 す。秋空のもと、親⼦で稲刈り体験してみませんか！
詳細設計が遅れており、着⼯が延期されることになりまし
た。今後の予定としては、年明けに着⼯し、平成 29 年度
に完成となる予定です。
進捗状況については、今後も「ホットだより」でお知ら
せします。

岩村振興事務所の改修時期について

いただきます
改修に伴い、１階東側（現事務所スペース）に多⽬的ス
ペースを設けることになっており、その運営主体である
「まちづくり会社」の㈱えーないわむらが利活⽤⽅法につ
いて協議を重ねています。
現時点では「飲⾷」
「物販」
「観光案内」スペース等、施
設利⽤者や地域住⺠の⽅が気軽に⽴ち寄れることをコン
セプトにレイアウトを検討しております。
コンセプトの主旨を理解し、参画を希望される⽅は気軽
に下記までお問い合わせ下さい。
【問合せ】㈱えーないわむら ☎４３－３３２０

【⽇にち】平成 28 年

9 ⽉ 24 ⽇（⼟）

【時 間】午前 9 時 30 分
※⼩⾬決⾏
【集 合】東光院駐⾞場（岩村町富⽥ 2546 番地）
【持ち物】タオル・お茶など
【服 装】帽⼦・軍⼿（⼦供⽤）
・⻑そで・⻑靴・稲刈り鎌
【参加費】無料
【申込み】岩村振興事務所 43-2111
▽主催：城下町ホットいわむら

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！

今⽉は

岩邑小学校

「運動会に向けての取組」
３６⽇間におよぶ夏休みが終わり元気な⼦どもたち
の声が学校にもどってきました。夏休みの思い出を語
るのもほどほどに、さっそく運動会の取組が本格的に
始まっています。今年の運動会は９⽉１７⽇（⼟）と、
例年に⽐べて少し早くやってくるため、それぞれの連
学による演技は夏休み前から取り組んできました。
１・２年⽣は「⼋⽊節」、３・４年⽣は「絆・ソーラ
ン」、５・６年⽣は「組⽴体操」を運動会本番では披
露します。他にも、学年や連学による競技、全校が⾚
⽩に分かれての全校競技や応援合戦に向けても朝の
活動や体育の授業を使って⼀⽣懸命取り組んでいま
す。この写真は⾼学年の組⽴体操の練習の様⼦です。

組体操練習

まだまだ全員の動きにばらつきがあり、不安定な姿勢
ですが運動会本番では、全員がピタッとそろった姿を
披露しますので
ご期待ください。

いわっこクラブ活動紹介
おじいさん、おばあさん達と交流
夏休みも終わり、２学期に⼊りました。
９⽉５⽇の活動は、岩村壮健クラブの皆さんと昔あそびをしました。２５⼈もの⼤勢の⽅が来てくれ
ました。あやとり、メンコ、お⼿⽟、紙遊びをそれぞれ４つの体験ブースを設け、壮健クラブの⽅々がマンツーマンで
丁寧に教えてくださいました。それぞれ⼀⽣懸命に習って、上⼿にできるようになりました。紙遊びでは⾶⾏機や紙鉄
砲を作る体験をしました。
活動の最後にはみんなでレクリエーションを⾏い、おじいさん、おばあさんと密接にふれあう事ができました！

頑張れ！

手取り足取り教え
てもらいました

よく⾶ぶ⾶⾏機を作ろう！

レクリエーションでも交流！

次回の活動は、9 ⽉ 24 ⽇（⼟）に、親⼦で稲刈り体験をします。待ちに待っ
た稲刈りです。たわわに実った稲をみんなで収穫しましょう。親⼦で多くの⽅の参加をお持ちしております。
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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恵那市観光協会岩村⽀部からのお知らせ
⼥城主の⾥ いわむら」を売り込み‼
〜⼤阪・名古屋・東京で旅⾏社との個別商談会〜
恵那市観光協会岩村⽀部では、岐⾩県観光連盟が催す⼤都市での旅⾏
社との商談会に出向き、
「⼥城主の⾥いわむら」を売り込んできました。
商談会は、７⽉２８⽇に⼤阪、８⽉２４⽇に名古屋、９⽉８⽇には東
京会場にてそれぞれ開催され、ＪＴＢ、クラブツーリズム、⽇本旅⾏、
ＪＲ東海ツアーズ、近畿⽇本ツーリストなど、各会場８〜１０社の⼤⼿
旅⾏社との個別商談会を⾏いました。
商談会は、来年春・夏向きの企画旅⾏が主で、来年放映されるＮＨＫ
⼤河ドラマ「⼥城主 直⻁」にあわせ、
「もうひとりの⼥城主」として“元
祖⼥城主” の⾥いわむらをＰＲ、直⻁の浜松と岩村は、⾞でわずか２時
間の距離にあり、途中、⻑篠の戦いの古戦場や道の駅が４か所もあり、
⼥城主巡りにはうってつけです。
「⼥城主の⾥いわむら」を前⾯に、⽇本
百名城・⽇本三⼤⼭城の岩村城跡、４００年の歴史を
誇る重要伝統的建造物群保存地区の岩村城下町、農村
景観⽇本⼀の富⽥地区などの原⾵景のほか、１ヶ⽉間
開催され、１２０カ所・３２００体のおひな様が飾ら
れる「いわむら城下町のひなまつり」散策などの提案
をしてきました。
現在、
「主要観光資源誘客強化事業」で県・市と協⼒し
ながら、「⼥城主の⾥ いわむら」の観光プロモーショ
ン事業として、
「宝探し」や「買物クーポン」、
「観光ガ
イドと巡る町歩き＆つまみ⾷いツアーなどいろいろな
企画を計画しています。

町並みふれあいの舘内

上から順番に
⼤阪、名古屋、東京での商談会の様⼦

(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

飯⽻間（中切）の「津島神社」
（6）

永禄8年（1565）12⽉、織⽥信⻑は津島神社（愛知県津島市）の社家堀
⽥⽒に対して次のような⽂書を発給しています（『張州雑志』）
。
「遠⼭之事、
天王⾺⼤夫諸檀那之上者、雖為敵⽅可令出⼊」、意訳すると「遠⼭は津島
社の檀那であるので、敵⽅であるが、津島社の御師は⾃由に出⼊りするこ
とを許可する」となります。
意訳で加えた「御師」とは、特定の信者と師壇関係を結んで祈祷やお札
の配布をし、代わりに寄進を受けた社僧や神官で、その御師の勢⼒範囲を
檀那場と呼んでいました。
「遠⼭」が領主の遠⼭景任を指すのか、遠⼭領を指すのかははっきりし
ませんが、恐らく両⽅でしょう。景任が後援することによって、領内を勧
進して回ることが可能になるからです。
拝殿脇の柊樹
このころ景任は武⽥信⽞に従っていました。⼀⽅信⻑はこの年に東濃へ
天正 2 年、武⽥勝頼に焼き討ちされたと
の進出を本格化させ、神篦（瑞浪市鶴城）で合戦をするに⾄ります。その
き宝物を埋めた場所と伝えられている
ため、尾張と遠⼭領との往来が禁⽌されていた（国境封鎖）のですが、遠
⼭は津島社の重要な檀那場であるため、特別に便宜を図ったものです。
天王院（津島神社）は、遠⼭領内で活動する津島御師の重要な拠点であったと考えられます。またこの時期には、郡
上の⻑滝寺（⻑滝⽩⼭神社）の檀那場が岩村にあったことも知られており、永禄10年（1567）には「岩村旦那所⼀円」
が妙⾏坊から常住院へ譲られています（「寶幢坊⽂書」）。岩村周辺で⽩⼭神社があるのは飯⽻間中切だけで、⽩⼭の御師
もまた天王院を拠点としていた可能性が⾼いといえるでしょう。
恵那市職員 三宅唯美

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 9・10 ⽉の予定をお知らせします

福祉センターへ遊
びに来ませんか？

◎ いっしょにいこまい会
９⽉１６⽇（⾦） 10：30〜
保健師さんのお話し
会費 300 円（お昼ご飯もあります）
◎ 美容・健康トレーニング
９⽉ 2８⽇(⽔)
１3：３０〜１５：００
10 ⽉１２⽇(⽔) １3：３０〜１５：００
◎ 毎週⽕曜⽇には、「親⼦遊びの場」の開設
９⽉２０⽇(⽕)
みんなで遊ぼ
10 ⽉４⽇(⽕)
クッキング
10 ⽉１１⽇(⽕) ゲーム・読み聞かせ

（28.8.9 親⼦遊びの場・読み聞かせ）

◎ お⾵呂へどうぞ！
福祉センターにお⾵呂があるのをご存じですか？
冷え・肩こり・腰痛・リウマチ他⾊々な効能があります、
ご家族・友⼈とお越しください、⼊浴の後は和室でおくつろぎください。
⽉曜⽇〜⾦曜⽇
（⼟・⽇・祭⽇・年末年始休み）
午前 10：00〜午後 4：00
⼤⼈ 300 円（⼩学⽣以下無料）

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
７⽉３０⽇（⼟）に、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った夏まつりには、多くの⽅に
来校していただきました。当校の児童⽣徒も、城下町ホットいわむら
の皆さまにご協⼒いただいたフライドポテト等のバザーで買い物を
したり、かき氷やスイカを⾷べたり、遊びのコーナーで⿂釣り、ボー
リング等様々な遊びを楽しみました。
また、今年度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、地域の皆さんのお⼿伝いをしつつ交流を深めるこ
とができました。たくさんのボランティアの⽅にもご協⼒いただき、
ありがとうございました。
〈⿂釣り〉

〈⾶⾏リング〉
〈ボーリング〉

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION

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

（サークル紹介）⽵

酔 会
恵那⽂化振興会岩村⽀部

平成 10 年度公⺠館講座の⽵細⼯教室としてスタート、現在はサ
ークルとして講師をはじめ市内各地の⼗数名が毎⽉第１・第 3 ⽔
曜⽇の午後にコミュニティセンターで活動しています。
素⼈からプ
ロ級までの仲間で⽣活⽤具から⼯芸品まで様々な作品を⼿掛け楽
しんでいます。
写真の作品は、
⽂化振興会岩村⽀部の活動の⼀環として８⽉の夏
祭りに⼟佐屋で展⽰したものです。

恵那南⾼校⽣ら「地域会」活動実施
〜 美しくなりました 〜

去る 8 ⽉２５⽇（⽊）岩村コミュニティセンターでは、地域に
恩返しする地域会として、
恵那南⾼校の⽣徒と恵那特別⽀援学校の
⽣徒さんらにより、トイレ掃除、床磨き、駐⾞場の草取りをして頂
きました。⼤変きれいになり
ました。ありがとうございました。

コミュニティセンター周辺の清掃作業実施予定

９⽉１８⽇（⽇）朝７時００分からコミュニティセンター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

主な9⽉〜10⽉の岩村コミュニティセンター主な使⽤予定
９⽉ 10 ⽇（⼟）市⺠講座後期分受付開始
９⽉ 18 ⽇（⽇）コミセン周辺清掃
９⽉ 18 ⽇（⽇）郷⼟史講座
９⽉ 27 ⽇（⽕）⼈権相談
９⽉ 30 ⽇（⾦）市⺠講座後期分受付終了
10 ⽉ 4 ⽇（⽕）おもしろ歴史講座

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、岩村コミュニティセンターでは新
規講座を開設します。講座名は「ぴんしゃん」ウォーキング・型染め・アロミン
グリッシュ・沖縄カンカラ三味線・こめっこ☆くらぶ・
「デュークズ」ウォーキン
グ・おいしいクッキングなど沢⼭あります。是⾮参加をお待ちしております。

前月
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」
（

お願い

前年

総数

5,144 ⼈

（

▲ 1 ） 〈 ▲ 62 〉

男性

2,479 ⼈

（

0 ） 〈 ▲ 27 〉

⼥性

2,665 ⼈

（

▲ 1 ） 〈 ▲ 35 〉

世帯

1,879 世帯 （

1 ） 〈 ▲ 27 〉

）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。

