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広報いわむら

ホットいわむらだより

＊（特集）いわむら城下おかげまつり
＊トラクターイルミネーション in とみだ
＊東京・大分プロモーション
＊いわむら城下町 旧家のだんらん ほか

明日へのにぎわい
みんなの笑顔
これもみんなの
おかげさま

いわむら城下おかげまつり 今年も⼤盛況！

11 ⽉ 6 ⽇(⽇)、岩村本通りとその周辺で、「2016 いわむら城下おかげまつり」が開催されました。
当⽇は、天候も良く、⾷べ物市の「にぎわい横丁」
「まんぷく横丁」や「フリーマーケット」、
「軽トラ市」、
「ゆかりの郷市町村の物産市」なども⼤盛況！⼤変多くの⼈で賑わいました。また県主要観光資源誘客強化
事業の⼀環として取り組んでいます「⼥城主の⾥いわむらＰＲキャンペーン」として、今回が初公演となる
時代劇『⼥城主伝説』が披露され、⼥城主で繋がりのある浜松市からは 2015 ゆるキャラグランプリ優勝の
『出世⼤名家康くん』も会場に駆け付けてくれました。
佐藤⼀斎 今⽉のひとこと（11 ⽉）
⼀斎先⽣が⾔われました。
『仕事をする』というが、世の中の多くの⼈が幸せで平和に暮らせるように黙々と汗⽔流して働
くのが『仕事』の本当の意味なんじゃ。
『仕』も『事』も『奉仕する』という意味なんじゃ。
『私
がやった』、
『私がやってやった』・・・と、⾃分を誇らしげに⾒せびらかすことはみっともなく
恥ずかしいことじゃ。ちゃーんとお天道様は⾒ているよ。
」
（⾔志録３）NPO 法⼈いわむら⼀斎塾

2016 いわむら城下おかげまつりの御礼
⽇頃は、城下町ホットいわむらの活動にご理解ご協⼒ありがとうございます。
11 ⽉ 6 ⽇いわむら城下おかげまつりは、無事に終了しました。
先ずもって、おかげまつり開催にあたり「ふるさと・ゆかりの郷協定市町村」はじめ関係機関の
皆様、岩村町の皆様、ボランティアスタッフの皆様、また来場の皆様にこの場をおかりしまして
改めて御礼申し上げます。
「⼥城主・ゆかしき郷 明⽇へのにぎわい」をテーマに実⾏委員⼀同がんばってまいりました。
⼀部のイベントの変更等によりご来場の皆様にはご迷惑をおかけしましたが、当⽇は天候も良く
多くの⼈で賑わい、活気にあふれた⼀⽇となりました。
このおかげまつりが、いつまでも賑わいのあるまつりでありますように、これからもがんばって
いきたいと思います。
本当にありがとうございました。
2016 いわむら城下おかげまつり実⾏委員会

委員⻑

加藤哲也

2016 いわむら城下おかげまつり
協賛金ご協力の御礼
「いわむら城下おかげまつり」を無事終えることができましたの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。

協賛⾦

合計

投げ餅

114,000 円

61 件

2升

恵那市消防団岩村分団

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）
紀岡伸征

⼩栗礼⼦

⼭丸屋商店

和⾵れすとらんかわい

岐⾩県⾏政書⼠会恵那⽀部

恵那市恵南商⼯会⼥性部岩村⽀部
花林

あしざわや

ラベンダー

清楽寺

森下⽡店

かんからや

伊佐地陽⼀

伊藤享祐

⼭⼝ラジオ店

どたいち

和 ヌマダ洋品店
○

塩並⽊

京屋家具店

松浦軒本舗

みづの

みつば

岩村接⾻院

スポーツショップニシオ

およねさんの店城下町店

深萱康恵

⼿造り⼯房城⼭

岩村醸造（株）メガネ・時計・補聴器の藤井
浅井屋

まるきん

うめしょう

安藤⽣花店

かめや菓⼦舗
鈴⽊順治商店

⿃兵

加藤博久

服部紀史

み ⽔野薬局
○

勝川哲男

深萱商店

きままや

両楽

松浦軒本店

靴のカトウ

⼤⿊屋

とみながや

エコー⾐料品店

五平餅みはら
やすだや

⾏政相談員

（有）松浦軒本店

遠⼭敦

港屋

杉本⾦⼀郎

⽔半名物販売店

タックメイト松屋

⽮野書店

2016 いわむら城下おかげまつり写真館

恵那特別⽀援学校の⽣徒達に投げ餅の袋
詰めの⼿伝いをしていただきました。

和太⿎競演：写真は「安岐太⿎」

初披露となる時代劇「⼥城主伝説」
迫⼒のある演技に魅了されました。

「恵那市」「浜松市」両市の公認キャラ
による観光ＰＲが⾏われました。

まんぷく横丁：おいしいものの⾷べ物市。

七輪横丁：椎茸や餅等を炭⽕で焼いて⾷べました。

N ゲージ展⽰：⼦どもたちの⼈気スペース。

今年も⼗六銀⾏さんがお⼿伝いに来て下さいました。

１
お知らせ:トラクターイルミネーション in 富⽥

報告：いわむら城下 旧家のだんらん
EKDyGOYAS live in 勝川家

今年も冬の富⽥を華やかに彩る「トラクターイルミネー
ション」が開催されます。今年は２days！闇夜に突如現れ
このイベントは 10 ⽉ 23 ⽇(⽇)に、市の指定⽂化財で
るそのイルミネーション群は圧巻の⼀⾔。
ある勝川家にて初めて開催されました。

【⽇時】➀平成 28 年 12 ⽉３⽇ （⼟）18:00〜22:00
②平成 28 年 12 ⽉ 4 ⽇（⽇）17:00〜20:00
★☆★イベント★☆★
12/3

JAZZ（ジャズ）の⽣演奏、⼤道芸⼈オマールえび

※両⽇とも温かい⾷べ物販売予定（たこ焼きなど）
【主 催】なんか楽しいことやろまいか！！とみだ
【問合せ】代表 ⽚桐 090-9943-4390

10 ⽉は「城下町ホットいわむら」

旧家に⻑時間滞在する素晴らしさをよりリアルに感じ
て頂くと同時に体験、出会いや交流の場を提供する事を
⽬的として開催されました。
今回は⾳楽家の EKD さんと GOYAS さんのアコーステ
ィックライブをメインに”岩⾢錦の会”による⾦⿂の展⽰
や射的コーナーなどがありました。
観光客や恵那在住の⽅々が⼊り交じり沢⼭の笑顔と笑
い声があり⼤変賑わいました

東へ⻄へ

町を売り込み（プロモーション）

報告:（東）東京都渋⾕区 Tabe Tabi えな Talk 報告:（⻄）⼤分県⽵⽥市 全国⼭城サミット
10 ⽉ 21 ⽇（⾦）、東京都渋⾕区のスクランブル交差点
から徒歩 1 分にあるカフェ「WIRED TOKYO 1999」で
開かれたイベント「Tabe Tabi えな Talk」に、城下町ホ
ットいわむらメンバー４⼈が参加しました。

10 ⽉ 22 ⽇（⼟）と 23 ⽇（⽇）に、⼤分県⽵⽥市で
開かれた「全国⼭城サミット」に、岩村町（岩村城）を
代表して城下町ホットいわむらのメンバーほか 11 ⼈が
参加しました。

⾸藤市⻑との情報交換会での記念撮影
岩村（⽥舎）の良さを東京のど真ん中で PR するにあた
り、お客様に深く恵那岩村を印象づけるための仕掛けとし
て、⼤声を出しながら餅をつく「絶叫もちつき」を⾏いま
した。東京のお洒落なカフェのお客様に受け⼊れられるの
か⼤変不安に感じながら臨みましたが、お酒もほどよく⼊
ってか、⼼配をよそになかなかの盛り上がりを⾒せ、存分
に恵那岩村を PR して来ることができました！

サミットを主催した「全国⼭城サミット連絡協議会」
には岩村町（岩村城）は加盟していませんが、観光カリ
スマとして全国的に有名で、岩村でも講演会を開いて頂
いたことのある⾸藤⽵⽥市⻑から特別にお声かけ頂き、
参加が実現しました。
全国の⼭城の取り組みを知り、岩村城の魅⼒も PR で
きる良い機会となりました。

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

岩邑中学校

働くことの意味とこれからの⽣き⽅を学んだ職場体験学習
10 ⽉ 31 ⽇（⽉）から 11 ⽉ 2 ⽇（⽔）までの３⽇間、
２年⽣の職場体験学習を実施しました。岩村町商⼯会か
らのご紹介と町内の２０事業所のご協⼒をいただき、“実
際に働く”という貴重な体験をさせていただきました。各
事業所を巡回しながら⽣徒たちと⾔葉を交わすと、普段
の学校での学びではなかなか感じられないものを味わ
うことができる充実感を伴う楽しさを⼝にしながらも、
「⽴ってばかりで⼤変です」とか「すごく気を遣って疲
れます」という⾔葉を多く⽿にしました。最も⾝近で働
きながら⾃分を⽀えていてくださる家族の⽅への感謝
の思いをもつための学びの場となっていたのではない
（製造業）
でしょうか。
さらには、部品製造関係の⼯場では、その部品単価もさることながら、その部品
の不備が原因で、⼤変⾼価な関連機材も駄⽬になってしまう可能性があることを教
えていただき、緊張感をもって慎重に作業を⾏うことの⼤切さと⼤変さを学びまし
た。また、和菓⼦販売店では、ひとつひとつのお菓⼦を丁寧に袋で包んだり箱詰め
したりすることの⼤変さを学んだり、⾐料品販売店では、お客様がお⽬当ての品を
探しやすく陳列したり、再びお店に訪れてもらえるように割引券を⼿作業で準備し
て配布したりする⼯夫をされていることを知りました。これまでの⽣活の中では、
あまり関⼼をもつことがなかったお菓⼦の包み紙やいろいろと配布されるサービス
券などにも、ちょっと違った思いをもちながら⽣活していくことができる⾜がかり
になったのではないでしょうか。どの事業所でも、⽣徒たちはそれぞれに、働くこ
との意味と⼤変さ、そして、そんな場に⽴つために今後⾝に付けることが必要なこ
とを感じてくれたと思っています。
本当に貴重な体験の場を与えていただきました。ありがとうございました。

いわっこクラブ活動紹介

（製菓販売業）

（公共施設）

かわいい〜

〜おかげまつりに向けて！〜

１０⽉３⽇の活動では、ク
ラフトで⾊々な⼩物を作り
ました。
おかげまつりで、いわっこ
クラブのお店を開いて、作っ
た⼩物を販売しました。
ペットボトルストラップでは、炭酸ペットボ
トルを⼩さく切った物にポスターカラーで模
様を書いて、トースターでチン！するとクルン
と変形してできあがり。⾊々な模様のストラッ
プを作りました！
ウッドクリップ（⽊のクリップ）では、リボ
ンやビーズ、シールで飾りつけをし、ボンボン
を何個か付けてかわいいイモムシができまし
た！
他にも⼦ども達で作りきれなかった物
を、いわっこクラブ実⾏委員の皆さんの
協⼒で仕上げることができました。

集中しています！

イモムシのウッドクリップ

ペットボトルストラップ

問い合わせ：恵那市まちづくり推進部生涯学習課 子ども教室電話 090-4400-0771

１

恵那市観光協会岩村⽀部からのお知らせ

「⼥城主オリジナルメニュー」続々登場‼
〜お買い物クーポン券“おとく〜ぽん”も発売開始〜
来年の NHK ⼤河ドラマ「おんな城主
直⻁」にちなんだ、⼥城主の⾥いわむら
「もうひとりの⼥城主」のキャンペーン
を展開しています。そこで観光客誘客・
キャンペーンの活性化を⽬的として⼥城
主にちなんだオリジナルメニューや商品
の開発を⽬指しており、現在市内で⼥城
主にちなんだ 20 種類の料理、スイーツ、
宿泊プランなどのオリジナルメニューが開発されました。また観光協会岩村
⽀部では、11 ⽉からお買い物クーポン“おとくーぽん”を発売しました。こ
れは観光協会岩村⽀部で、500 円で 3 枚綴りのクーポン券“おとくーぽん”
を購⼊すると、町内の“おとくーぽん”協⼒店９店で、クーポン券 1 枚につ
き 200 円前後の商品交換や値引きが受けられるので、3 枚で 600 円前後の
お買い物やお⼟産を購⼊することができ⽂字どおり“おとく”です。
今後いろいろなプロモーションを通じて広くマスメディア、旅⾏社、観光
客に「⼥城主の⾥ いわむら」を PR していき、交流⼈⼝を増やし、お店の
販売促進につなげていくようすすめていきます。

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.30

⼤坂の陣と松平乗寿の活躍（夏の陣編）

元和元年（1615）４⽉、和睦が破れ、夏の陣が始まりました。堀や惣構
の破却で籠城策をとれない豊⾂⽅は野戦を挑み、５⽉６⽇・７⽇の両⽇に決
戦となりましたが衆寡敵せず、翌８⽇に秀頼が⾃殺して豊⾂家は滅亡しまし
た。この⽇を現在の太陽暦にすると６⽉２⽇〜４⽇にあたります。旧暦では
４⽉〜６⽉が夏となるのでこの戦いを「夏の陣」と呼びます。ちなみにこの
年は６⽉の後に閏６⽉があり、夏が４カ⽉ありました。
松平乗寿も再び出陣します。冬の陣の美濃衆に加えて信濃伊那衆の知久則
直（阿島3,000⽯）、⼩笠原⻑巨（伊⾖⽊1,000⽯）、座光寺為時（⼭吹1,000
⽯）、宮崎（阿智）を率いていました。
枚⽅に着陣した乗寿軍は、京極忠⾼（若狭）・⾼知（丹後）軍の後詰を命
じられ、７⽇に森⼝（⼤阪府守⼝市）へ進みました。この⽇の合戦は早朝か
ら始まって昼ごろには⼤勢が決し、⼤坂城の落城は確実となったようです。
森⼝には、京街道から国元へ逃れようとする⼤坂⽅の落⼈が押し寄せ、乗寿
らはこの掃討にあたっています。
松平乗寿はこのとき数え16歳で、前年２⽉に⽗家乗の死により家督を継い
だばかりでした。歴史資料館に展⽰されている「松平乗寿公着⽤具⾜」（市
指定⽂化財）は、乗寿が⼤坂の陣に着⽤し、その後⼋幡神社に奉納したと伝
わるものです。真偽は定かでありませんが、胴のシミはこの合戦のときの返
り⾎の跡だとも⾔われています。いずれにしても、初陣を⾒事勝利で飾った
のでした。
ところで、関ヶ原の合戦後岩村に⼊封した松平家乗は、三重櫓（天守）を
構えた本格的な⼭城を築城しました。岩村藩はわずか２万⽯の⼩⼤名です
が、冬の陣で率いた美濃衆の⽯⾼を合わせると11万７千⽯となります。岩村
城は松平⽒に率いられた美濃衆が籠城することを想定して縄張りされたの
かもしれません。
恵那市職員 三宅唯美

松平乗寿公着用具足
（岩村歴史資料館・八幡神社旧蔵）

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 11・12 ⽉の予定をお知らせします
◎ いっしょにいこまい会
11 ⽉１１⽇（⾦）10：０0〜１５：００（予定）
※迎え希望の⽅連絡くだされば伺います
遠⾜：⾏き先 妻籠
会費１，０00 円

◎ 美容・健康トレーニング
１１⽉３０⽇(⽔) １3：３０〜１５：００
１２⽉ ５⽇(⽉) １3：３０〜１５：００
１２⽉１５⽇(⽊) １３：３０〜１５：００

福祉センターへ来て
ください！

◎ 毎週⽕曜⽇には、
「親⼦遊びの場」の開設
1１⽉１５⽇(⽕) みんなで遊ぼ
1２⽉ ６⽇(⽕) クッキング
1２⽉１３⽇(⽕) ゲーム・読み聞かせ

（28.10 おやつ作りの様⼦）

１１１１１１

◎

第１回サロン交流⼤会（会場：岩村コミニュティセンター）
１２⽉ ９⽇(⾦)
午後 1２：30〜 サロン交流
午後 1：00 〜 ⼤衆演劇「劇団侍」⼊場無料
今回初めて岩村町のサロン交流会を⾏います。
その後、『劇団侍』による演劇を鑑賞していただきます、
これは⼭岡町でも講演され⼤変好評だったものです。
どなたでも鑑賞できますので、多くの皆さんの来場をお待ちしています。

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
１０⽉６⽇（⽊）・７⽇（⾦）に⼩学部６年⽣が
修学旅⾏に⾏ってきました。６⽇（⽊）の「ナガシ
マスパーランド」では、遊園地内でメリーゴーラン
ドや、ティーカップ、観覧⾞等、たくさんのアトラ
クションに乗り、友達と楽しい時間を過ごすことが
できました。ホテルでは、ごちそうをお腹いっぱい
⾷べ、温泉、露天⾵呂に⼊って⼀⽇の疲れをとり、
ぐっすり眠ることができました。７⽇（⾦）の「名
古屋港⽔族館」では、イルカショーで⾼くジャンプ
するイルカの姿や、ボールで遊ぶベルーガ等、かわ
いい⽣き物の姿に⽬をキラキラ輝かせて⾒ていま
した。友達とたくさんの思い出をつくり元気に帰っ
て来ることができました。

【ナガシマスパーランド】

【名古屋港⽔族館】

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION

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

○恵那市三学塾
岩村コミセンの後期市⺠講座が始まりました

沖縄カンカラ三線

講師 ⽥⼝ 修先⽣

沖縄の楽器、
「カンカラ三線」を作って、いろいろな歌を弾
いて歌えるように練習をしていきます。最初はカンカラ三線
の作り⽅や調弦でしたが、現在は三線楽譜の読み⽅と簡単な
童謡・唱歌を弾いて練習をしています。

○岩村コミセン夜間使⽤申請についてのお願い

岩村コミセンの夜間貸館申込については、１週間前までには申請してくださるようお願いします。

○主な11⽉〜12⽉の岩村コミュニティセンター主な使⽤予定
11 ⽉ 17 ⽇（⽊）⼦育て⽀援（乳幼児学級）
11 ⽉ 18 ⽇（⾦）アロミングリッシュ英会話
11 ⽉ 20 ⽇（⽇）防災予防ポスター表彰式典
12 ⽉ 3 ⽇（⼟）岩⾢中学校合唱祭
12 ⽉ 17 ⽇ (⼟）下⽥歌⼦賞受賞式典

11 ⽉ 18 ⽇（⾦）年末調整説明会
11 ⽉ 19 ⽇（⼟）沖縄カンカラ三線
11 ⽉ 26 ⽇（⼟）
「デュークズ」ウォーキング
12 ⽉ 9 ⽇（⾦）福祉協議会岩村⽀部ふれあいサロン交流⼤会「歌謡舞踊ショウー」

岩村コミュニティセンター 図書館だより 新刊案内！
●新刊が⼊りましたので紹介します。
魔法のコンパス ⻄野亮廣
危険なビーナス
東野圭吾
天才
⽯原慎太郎
また、同じ夢を⾒ていた 住野よる
虹を待つ彼⼥
逸⽊ 裕
コンビニ⼈間
村⽥沙耶⾹
向⽥理髪店
奥⽥英朗
⽩⾐の嘘
⻑岡弘樹
ずんずん
⼭本⼀⼒
弧篷の⼈
葉室 麟

恵那市先⼈顕彰事業 第１４回下⽥歌⼦賞表彰式開催のお知らせ
今年で 14 回⽬の先⼈顕彰事業「下⽥歌⼦賞」の表彰式が次のとおり⾏われます。こ
の事業は、合併前から岩村町が実施し恵那市に引き継がれた事業で、エッセイと短歌を
全国から募集し優秀な作品を表彰してきました。審査には「童⾨冬⼆」先⽣を始め著名
な先⽣⽅に審査して頂き決定しています。今年は「家族」をテーマに多くの作品が応募
されました。当⽇優秀作品の朗読などが⾏われ、参加聴衆の⽅々よる投票で嚶鳴協議会
賞も決定されます。是⾮参加の上全国の皆さんからの作品に⽿を傾けて下さい。

◇⽇時 平成 28 年 12 ⽉ 17 ⽇（⼟）午後 1 時 00 分
◇場所 岩村コミュニティセンター ⼤ホール
作品テーマ 家 族 応募作品数 エッセイ 1,431 作品

短歌 3,181 作品
H 28年11月

前月

前年

【岩村町の人口】

総数

5,120 ⼈

（ ▲ 18 ） 〈 ▲ 92 〉

第２次恵那市総合計画地域計画

男性

2,464 ⼈

（

▲ 9 ） 〈 ▲ 39 〉

（岩村地域自治区）

⼥性

2,656 ⼈

（

▲ 9 ） 〈 ▲ 53 〉

キャッチフレーズ

世帯

1,866 世帯 （

▲ 9 ） 〈 ▲ 25 〉

消滅しないぞ「いわむら」

（

）内は前10⽉との⽐較〈

〉は前年同11⽉⽐

