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広報いわむら

ホットいわむらだより

＊（お知らせ）ねんどびなづくり体験
＊（お知らせ）恵南未来会議
＊（お知らせ）羅織作品展とギャラリートーク

トラクターイルミネーション in 富⽥

今年は２DAYS

12 ⽉ 3 ⽇（⼟）と 12 ⽉ 4 ⽇（⽇）に、ふるさと富⽥会館にて「トラクターイルミネーション in 富⽥」
（主
催：なんか楽しいことやろまいか！！とみだ）が開催されました。
農村景観⽇本⼀の地である富⽥地区に相応しく、トラクターなどが電飾で⾒事に飾りつけされ、闇夜を華や
かな灯りで照らし、JAZZ の⽣演奏や⼤道芸⼈“オマールえび”さんのパフォーマンスが会場に賑わいを添え
ました。
佐藤⼀斎

今⽉のひとこと（12 ⽉）

⼀斎先⽣が⾔われました。
「今年ももうおわりじゃな。世の中の多くの⼈は家のなかや外の⼤掃除をして新年を迎えること
だろうが、この⼀年の積もり積もった⼼のなかの⼤掃除もしたらどうかな？いつも素直な気持ち
を持ち続けるためにとても⼤切なことだよ。」 （⾔志晩録２２３）
NPO 法⼈いわむら⼀斎塾

2017 いわむら城下町のひなまつり

平成 15 年に始まり、来春で 15 回⽬を迎える「いわむ
ら城下町のひなまつり」は、平成 29 年 3 ⽉ 1 ⽇（⽔）か
ら 4 ⽉ 3 ⽇（⽉）まで賑やかに開催予定です！！
地域の⼿作りイベントとしてお客様に楽しんで頂ける
よう、「いわむら城下町のひなまつり賑わい構想委員会」
が準備を始めました。期間中は様々なイベントを開催予定
です。詳しい内容は、順次お知らせしますのでご期待くだ
さい！

ねんどびなづくりもちばなづくり体験！

ひなまつりの開催期間中、⼿作りのおもてなしが感じ
られると好評の、城下町に飾る「もちばな」と「ねん
どびな」を作る体験に参加しません？
保護者の⽅のお⼿伝いがあれば、保育園児でも楽しん
で作ることができます！尚、作品（ねんどびな）は、
みなさんに選んでもらうコンテストも⾏います。

2017 いわむら城下町のひなまつり
イベントスケジュール【予定】
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募集

ひなまつり賑わい構想委員会では、①ひなまつりを舞台に
何かにチャレンジしたい⽅ ②イベントのスタッフ な
ど、ひなまつりを⼀緒に盛り上げて下さる「仲間」を募集
しています。
ご連絡は岩村振興事務所まで（電話 43-2111）お気軽に！

羅織作品展⽰とギャラリートーク

1 22 ⽇（⽇）

（⽇

時）平成 29 年
⽉
13：30〜15：00

（場

所）岩村コミュニティセンター⼤ホール

（参加費）無料 ※申込み不要
（主

催）いわむら城下町のひなまつり賑わい構想委員会

ゑびすまつり〜岩村のに新年の訪れ〜

1 ⽉8 ⽇、⻄町庚申堂で「ゑびすまつり」が開催され
ます。

零時からの神事のあと、無病息災・家内安全の神符（有
料）が配布され、参拝者には御神酒も振舞われます。
岩村町本通りは遊歩道となり、商店街には屋台が並び町
内外から多くの⼈⼿で賑わいます。
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岩⾢中学校出⾝ ⻄尾葉な乃さん
全国⾼校バスケ⽇本⼀決定戦 出場
１

岩⾢中学校出⾝で、現在県⽴岐⾩商業（岐⾩市）に通学
する「⻄尾葉な乃さん」が、今⽉ 23 ⽇（⾦）から 29 ⽇
（⽊）に東京体育館（東京都渋⾕区）で開催される、⾼校
バスケ⽇本⼀を競う WINTRER CUP 2016 に岐⾩県代
表として出場します。

（お知らせ）恵南未来会議

参加者募集

恵那市恵南地区（岩村・⼭岡・明智・串原・上⽮作）に
在住で、18 歳から概ね 40 歳くらいまでの若者を対象に、
恵那市（恵南）の未来を語り合う、恵南未来会議を下記の
とおり開催します。

子育て・福祉
中学校の統合
まちづくり
地域間の連携
イベント
⽣活環境
市政について
など

（引⽤：ウィンターカップ選⼿名鑑 2016 より）

葉な乃さんがバスケットを始
めたきっかけは『ジュニアバ
スケット』だそうです。
ジュニアの皆さんの先輩とし
て、是⾮とも活躍してほしい
ものですね！！！

（⽇時）平成 29 年

2 ⽉ 4 ⽇（⼟）13:30〜

（場所）岩村振興事務所

（主催）株式会社え〜ないわむら
（参加）恵那市恵南地区の在住者
（申込）岩村振興事務所

（写真右が葉な乃さん）

岩村城跡出丸広場⼯事のお知らせ
岐⾩県の主要観光資源誘客強化事業「恵那⼭南⼭麓」事
業補助⾦を活⽤して、下記のとおり岩村城跡出丸広場内の
⼯事を⾏います。（発注者は恵那市）

⼯事期間 平成 29 年 1 ⽉中旬〜2 ⽉末（予定）
⼯事内容 1.蘭丸トイレの合併処理浄化槽設置⼯事
2.出丸広場舗装⼯事
【注 意】⼯事期間中、⾞両の進⼊ができません。
期間中、ご利⽤の皆様にはご不便・ご迷惑をおかけいた
しますが、何卒ご理解とご協⼒をお願い致します。
【問合せ】岩村振興事務所

対象の⽅であれば、どなたでも参加できます。
我が町の未来に、何かご意⾒をお持ちの⽅は、貴重な機
会ですので、是⾮、お気軽にご参加ください。

電話 43-2111

電話 43-2111

学校を⾶び出して「まちなか⼦ども作品展」
10 ⽉から 11 ⽉にかけて催された学校を⾶び出して「ま
ちなか⼦ども作品展」の第２弾を開催します。
２⽉４⽇（⼟）から２⽉１９⽇（⽇）の期間、岩村⼦ど
も園・岩⾢⼩学校・岩⾢中学校・恵那特別⽀援学校の⼦ど
もたちが制作した版画などの作品が、学校を⾶び出して岩
村通りの各所で展⽰されます。

普段は学校の校内でしか⾒られないもので、広く町⺠の
皆様にご覧頂きたいと企画しました。
作品の展⽰場所は以下のとおりです。
○勝川哲男様宅 ○⼟佐屋 ○勝川家
※なお２⽉２０⽇（⽉）から２⽉２７⽇（⽉）までは柴⽥
家にて⼦ども園の作品を展⽰します。
この機会に⼦どもたちの作品をぜひご覧ください。
◎岩村町地区別計画 ⼦育て部会
事務局：岩村振興事務所 安藤 電話 43-2111

2016 いわむら城下おかげまつりアンケート（アンケート総数 126）
11 ⽉ 6 ⽇に開催された「いわむら城下おかげまつり」のアンケート結果がまとまりましたので、ご報告いたします。
回答者について
（性別）男性 44.42％ ⼥性 55.6％
（年齢）20 歳未満 6.3％ 20 代 1.6％
（１）おかげまつりの来場回数
初めて
2 回⽬
3 回⽬
4 回以上

30 代 19.8%

40 代 7.1％

（2）お住まいの地域

41.3%
11.1%
9.5%
38.1%

岩村町
恵那市
その他(岐⾩県)
その他

50 代 16.7％ 60 代 34.1%

（３）おかげまつりを何で知りましたか
22.2%
23.0%
15.9%
38.9％

広報
チラシ・新聞
友⼈・知⼈から
ホームページ
その他

（４）おかげまつりは楽しかったか （5）また岩村城下に遊びに来たいか
とても楽しかった
59.5%
必ず来たい
61.1%
楽しかった
37.3%
機会があれば来たい
35.7%
普通
2.4%
どちらでもない
3.2%
あまり楽しくなかった
0.8%
あまり来たくない
0.0%
楽しくなかった
0.0%
来たくない
0.0%

○とにかく１⽇中楽しめます。岩村のまつりはたくさんありますが、こ
のまつりが⼀番いいと思っています。来年もぜひ来たいと思います。
○催しが楽しい。バザー以外も多いともっとよい。
○初めて来ましたが、とても温かく素敵な所だと思いました！！◯◯よ
り岐⾩に引っ越して来て、こんなにいい場所がある事を知りました。
○岩村の⼈達や店を出している⼈がとても親切でホットする⽇でした。
○町全体がおまつり会場になって⾞も来ず、よかったです。
○地図がわかりやすい
○古い町並み、皆様や係の⼈が親切でした。
○がらくた市がおもしろかった
○のんびり歩けるのと、⼦どもも楽しめるブースが沢⼭あるのが良い
魅⼒的な出店がいっぱいで、どこも良かったです。
特に七輪のコーナーが最⾼！！
○町（いなか）がさみしくなる中、皆さんでがんばって下さい。
○偶然来たが、にぎやかな町だった。
○⼿作りやパレードなど、⼦供も⼤⼈も楽しめました。
○⾷べ物がおいしかった。
○⼩さい⼦供と来てもゲーム、⾷べ物、太⿎を楽しめました。
○⼿作りのおもち、おはぎがとてもおいしそうでたくさん買いました。
地元の⼿作りの味は⼼が暖まります。
○スタンプラリーに参加しようと思って来ましたがすでに配布が終了
しており、⼈々のにぎわいにびっくりしました。参加出来なかったの
は残念でしたが気候もよくお店も活気があったので上まで⾏ってみ
て楽しめました。またお祭り以外でもお店や町並みを⾒に伺いたいと
思いました。町並み全体で⾏っている所が良いと思います。
○⼈が集まりやすいところ。場所的にゆったりして良かった。

19.0%
20.6%
19.8%
6.3%
34.3％

ご報告
おかげまつりアンケートに御協⼒
頂いた回答者のなかから抽選で 5
名様にホットな⽥んぼで⼦どもた
ちが作った「あんじゃ⽶」をお送
りしました！

おかげまつりの良かった点・悪かった点

○買い物をしても持ち運びが⼤変。

70 代以上 14.4%

いわっこ元気だより！

今⽉は

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！

岩邑小学校

「ふれあい活動」による異学年との交流
岩⾢⼩学校では１年⽣から 6 年⽣までの異学年を１０のグループに編
成し、さまざまな活動を⾏います。
右上の写真は、2 年⽣と 5 年⽣のふれあいグループによる⻭の染め出し
の様⼦です。2 年⽣の児童が⻭磨きをした後、5 年⽣のお兄さん、お姉さ
んが染め出し液を塗り「よく磨けているね」「ここが⾚くなっているよ」
と優しく声をかけていました。
11 ⽉の後半からは、朝の活動でふれあいグループによる８の字跳びジ
ャンプの取組が始まっています。１年⽣にとっては初めての８の字跳びジ
ャンプです。⾼学年がタイミングよく背中を押してあげたり、引っかかっ
たときに「⼤丈夫だよ」と声をかけたりする姿がみられました。今後も、
３分間に全員が跳んだ合計回数をグループで競い合っていきます。
低学年は⾼学年のリーダーとしての姿をみて、「こんな⾼学年になり
たいな」と憧れをもちます。⾼学年は、低学年を励ましたり、教えたりす
ることで他を思いやる⼼が育ちます。「ふれあい活動」は岩⾢⼩学校の特
⾊ある教育活動の⼀つとして⼤切にされています。

いわっこクラブ

〜いわむら城下おかげまつり〜
〜お好み焼きづくり〜

11 ⽉ 6 ⽇（⽇）の活動は「おかげまつり」⼦ど
も横丁に参加して３つの体験をしました。
⼀つ⽬はいわっこクラブショップの店員さん体
験で、みんなで作った⼩物を販売しました。⽤意し
た⼩物は完売で、⼤⼈気でした！２つ⽬は、富⽥地
区の⾏事参加として、段ボールイルミネーション作
りを体験しました。３つ⽬は⼦どもたちと城下町ホ
ットいわむらがコラボして作ったお⽶「あんじゃ
⽶」を使った、ポン菓⼦体験をしました。ポン菓⼦
を作ったり、ふるまったりして、楽しみました！ポ
ン菓⼦も⼤⼈気で、いわっこクラブの⼦たちはもち
ろん、多くのお客さんも⼀緒に味わいました。
11 ⽉ 14 ⽇（⽉）の活動は調理で、ジャガイモとベーコンのお好み焼きを作りま
した。ジャガイモを擦ってマヨネーズを混ぜ、それを焼いて⽣地にしました。擦る
のが難しかったですが、ジャガイモの⽣地はモチモチしていて、⼤好評でした！ソ
ース、⻘のり、かつお節を掛け、おいしくいただきました。
モチモチで
おいしい！

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

１

恵那市観光協会岩村⽀部からのお知らせ

お城EXPO2016（横浜市）で岩村城をPR

平成28年12⽉23⽇（⾦・祝）から3⽇間、横浜市にあるパシフィコ横浜で開催される「お城EXPO2016」に、

観光協会が岩村城PRに出展します。来年の⼤河ドラマの縁の地で、同じ⼥城主の逸話を持つ浜松市に呼びかけ、
展⽰ブースを分け合う形で連携してPRします。
このイベントは、⽇本100名城を定めた「⽇本城郭協会」からのお声かけにより実現しました。
全国の名だたる名城に並び、岩村城と恵那市（岩村町）を全国に発信します！！

【他の出展】国宝 5 城（松江城、⽝⼭城、彦根城、松本城、姫路城）
、⾸⾥城、⼩⽥原城、⽵⽥城
町並みふれあいの舘内

いわむら歴史再発⾒vol.31

(⼀社)恵那市観光協会岩村⽀部(岩村町観光協会)

TEL/FAX

ほか

43-3231

⼋幡神社に初詣

今回はお正⽉にちなんで⼋幡神社の初詣の話です。
皆さんもよくご存じのように、⼤路の⼋幡神社は、明治６年４⽉まで岩村
城⼋幡曲輪にあり、藩⼠はすべて⽒⼦とされていました。渡御⾏列の⾏われ
る秋祭りの他に⼩正⽉の１⽉15⽇に祭典が⾏われ、このときには藩⼠だけ
でなく城下の町⼈も参詣を許されていたそうです（『岩村町神社史』⻑⾕川
九⼀郎編、⼤正15年）。
岩村城には普段は限られた⼈しか⼊ることができず、今のように⼀般の⼈
が⾃由に⾒学することは許されていませんでした。この⽇だけは祭典を名⽬
として、城下の⼈たちは城内へ⼊り、初詣をすることができたのです。もち
ろん、⼊ることのできるのは菱櫓の下あたりまでですが、普段は麓から仰ぎ
⾒るだけの櫓や⽯垣を、年に⼀度だけ間近で眺められたときの思いは、私た
ちが観光で姫路城や彦根城を⾒るときの感動と似ているのかもしれません。
さて、江⼾時代の⼋幡神社の様⼦は、『岩村町神社史』では次のように記
しています。⽂中の華表は⿃居、箱段は⽊製の階段のことです。
「岩村城郭北⽅の⼀帯を⼋幡曲輪と称す、本丸に相対し南⾯して社殿あり、境内⼆百三⼗⼀坪、華表を⼊りて道程六間
半・⾼六尺七⼨・⼗⼀階の⽯段あり、登れば⼀円の広場、右に薬師寺左に護摩堂がある、進むこと三間半・⾼⼀間三尺
五⼨・⼗⼆階の⽯階、続いて前は⾼九尺六⼨の箱段を登って廻廊に⾄り、左折すれば拝殿あり幣殿に通ず、四間四⽅の
⼟壇上に本社鎮座あり、其東⽅に三座の摂社があった。」
写真は『濃州岩村城并居屋敷家中屋敷町屋敷絵図』
（18世紀初頭、市指定⽂化財）の⼋幡神社を描いた部分です。詳し
い説明は次回とします。
皆様良いお年をお迎えください。
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 12・1・2 ⽉の予定をお知らせします

いっしょにいこまい会 新年会
１⽉２０⽇（⾦）10：０0〜
※迎え希望の⽅連絡くだされば伺います
会費１，０00 円

明けましておめでとう
ございます。今年も宜し
くお願い致します。

美容・健康トレーニング
１２⽉１９⽇(⽉) 13：00〜15：00
１⽉１９⽇(⽊) 13：00〜15：00
１⽉２５⽇(⽔) 13：00〜15：00
２⽉ ８⽇(⽔) 13：00〜15：00
毎週⽕曜⽇には「親⼦遊びの場」の開設
１２⽉２０⽇(⽕)
１⽉１０⽇(⽕)
１⽉１７⽇(⽕)
１⽉２４⽇(⽕)
２⽉ ７⽇(⽕)
２⽉１４⽇(⽕)

みんなで遊ぼ
おやつ作り
ゲーム・読み聞かせ
みんなで遊ぼ
おやつ作り
ゲーム・読み聞かせ
（いっしょにいこまい会・遠⾜妻籠へ 28.11.11）

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
１１⽉１１⽇（⾦）、１２⽇（⼟）に学校祭の「知新祭」を⾏いました。１１⽉１
１⽇（⾦）は、児童⽣徒によるステージ発表、翌１２⽇（⼟）は、児童⽣徒のステージ
発表に加え、中学部⽣徒と⾼等部⽣徒による「ロックビレッジバザール」を催しました。
岩村町のみなさんを中⼼に地域の⽅々がたくさん訪れてくださり、今年も盛⼤に⾏うこ
とができました。お忙しい中をご来場いただき、ありがとうございました。

知新祭

〜ステージ発表の様⼦〜

⼩学部

中学部

⾼等部

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION

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

乳幼児期の家庭教育学級いわむら
平成２９年度 学級⽣募集
乳幼児期の家庭教育学級はあなたを待っています♪
乳幼児をお持ちの皆さんに、こどもさんをいっぱい愛してほしいか
ら、⽣き⽣きと輝いてほしいから、よりよいコミュニケーションの
場を提供し応援していきます。

◆乳幼児期の家庭教育学級いわむら開催⽇案内◆
開催⽇ 第１⽊曜⽇（毎⽉１回第１⽊曜⽇が学級⽇です）
【 開級式は平成２９年４⽉２７⽇（⽊） 】
時 間 午前１０時より
場 所 岩村コミュニティセンター ２階⼤会議室
※お申込・詳細等は岩村コミュニティセンターへ連絡ください。

ちょっと昔の岩村を勉強しませんか！

岩村コミュニティセンター主な使⽤予定

案内ポイント集（市⺠三学委員会作成）を使って昔の
ことを語りあいましょう

（12 ⽉〜1 ⽉）

12 ⽉ 20 ⽇（⽕）おもしろ歴史講座
12 ⽉ 22 ⽇（⽊）市⺠講座「染型紙」
1 ⽉ 11 ⽇（⽔）恵那⽂化振興会岩村⽀部役員会

⽇ 時 平成２９年１⽉１９⽇（⽊）
１３時３０分から
場 所 岩村福祉センター
主 催 市⺠三学地域委員会

岩村コミュニティセンターの年末・年始休館について
12 ⽉ 29(⽊)〜1 ⽉ 3(⽕)まで

上記の期間、岩村コミュニティセンターは休館します。皆様のご理解をよろしくお願いします。

岩村コミュニティセンター 図書館だより

★☆★ 新刊が入りましたので紹介します ★☆★
超高速！参勤交代 （土橋 章宏） ／ 超高速！参勤交代リターンズ （土橋 章宏）

前月

H 28年12月

【岩村町の人口】
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

5,098 ⼈

（ ▲ 22 ） 〈 ▲ 108 〉

男性

2,459 ⼈

（

⼥性

2,639 ⼈

（ ▲ 17 ） 〈 ▲ 67 〉

世帯

1,857 世帯 （

）内は前11⽉との⽐較〈

▲ 5 ） 〈 ▲ 41 〉
▲ 9 ） 〈 ▲ 33 〉
〉は前年同12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。

(岩村コミュニティセンター及び岩村福祉センターでは、⼤規模な各種イベントや催しがたびたび開催され来場者が多くな
っています。このため、コミュニティセンター駐⾞場で⻑時間の無断駐⾞をされますと⼤変迷惑となります。)

