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ほっと・ホット・もっと

ホットいわむらだより 

平成 29 年 4 ⽉ 9 ⽇（⽇）、岩村城のふもと城址公園内にある弁財天社で、岩村城弁財天社⼤祭が挙⾏され、
伝説の隕⽯（歴史資料館蔵）とともに、関係者の出席のもと、ご祈祷が⾏われました。 

弁財天社の由縁は⽂化 14 年（1817）年までさかのぼります。その年、現静岡県藤枝市の岩村藩領内に隕⽯
が落下。直ちに江⼾屋敷へ移され、占いによると、それは「弁財天の⽟」ということで、永く領⺠をあげて祭
礼が⼤々的に⾏われていました。その後、明治初年、神仏分離令等により、藤枝市江之島神社へ返宮されまし
た。平成元年に御分霊の儀を⾏い、⼥城主の⾥にふさわしい岩村城弁財天社殿を造営しお迎えしました。 

⽇本でも珍しい隕⽯弁財天の御利益は、商売・弁⾆・⾳曲・芸事・知恵などです。 
5 ⽉上旬まで弁財天社で周辺では幟を⽴てて、参拝者をお迎えしています。 
町内の皆様も是⾮⼀度、御参拝ください。 

御利益は 商売！弁⾆！⾳曲！芸事！知恵！ 
伝説の隕⽯弁財天は岩村城と領⺠を守った⼥神様 

⼀斎先⽣が⾔われました  
「⽇本の春は別れと出逢いの季節だな。⼦どもは皆、卒園・卒業、⼊園・⼊学、進級・進学し、希望
に溢れ成⻑する節⽬の時でもあるな。定年を迎え第⼆の⼈⽣を歩み始めた⼈もいる。恵那市指定⽂化
財「⽊村邸」の座敷に私が⼋⼗五歳のとき書いた『⼀団和気四季皆春』の軸が懸かっているが、辺り
を包む穏やかな気持ちがあれば春夏秋冬すべてが春だ。との私の気持ちを汲んで欲しいものじゃ。」 

（⾔志耋録３０９） 

佐藤⼀斎 今⽉のひとこと（4 ⽉）



 
 
      

    
冬の⻑い岩村町にもようやく春がやってまいりました。今年は天候不順

で花の季節も⻑く楽しめるようです。 
 恒例となりました「いわむら城下町のひなまつり」も町⺠の皆様のおか
げで無事終えることができました。ありがとうございました。 
 商⼯会⼥性部を中⼼とした町のおかみさんたちの“春よこい、早くこい”
との祈りから始まったこのイベントも多くの住⺠の⽅々を巻き込んでの
「まつり」となり、早 15 回を数え、すっかり住⺠の皆様に定着したよう
です。回を重ねるごとに多くの皆様の智恵と⼒が積み重なり、たくさんの
⽅々のご協⼒、ご参加をいただき、また、町通りの住⺠の⽅々のご理解と
で 1 ヶ⽉間の⼤きなイベントに発展することができました。本当にありが
とうございました。この紙⾯をお借りして厚く御礼申し上げます。町外か
ら訪れてくださる⽅々からも「本当におひな様の似合う町ですね〜」や「さ
すが城下町、落ち着いていてあたたか味のある町ですね〜」などのお⾔葉
をいただき、癒やされる表情で歩いていらっしゃる姿に私たちも背を押さ
れてがんばることができました。また、宵のひなまつりにはひなとうろう
を描いてくださった⼩学⽣の皆様やその家族の⽅々が⾃分のとうろうを⾒
つけてうれしそうにしている様⼦に会い、ほのぼのした気分にさせていた
だきました。幼い⽇の良き思い出の１ページとなりますように！ 

このイベントは来年以降も続けて参ります。改善したり⼯夫したりする
点などご意⾒、ご指導を賜りながら良いひなまつりになるよう取り組んで
いきたいと思います。今後ともご協⼒よろしくお願い申し上げます。あり
がとうございました。       
2017 いわむら城下町のひなまつり賑わい構想委員会 委員⻑ 松浦 和⼦ 

     
岩村地域協議会からのお知らせ      
平成 29 年度 岩村地域協議会委員が決定しました          

岩村の地域内の問題や課題について協議し、市⻑に提案したり市⻑
からの諮問に基づき答申や意⾒を述べるなど、地域内の議会的な役割 
を果たす地域協議会の委員の皆様（公募による応募 1 名を含む）が、過⽇の選考委員会により決定し、4 ⽉から就任し
て頂く事となりました。任期は、平成 29 年度から 30 年度までの⼆年間です。 

4 ⽉ 11 ⽇の第 1 回地域協議会で、会⻑には細井健吉さん、副会⻑には加藤博久さん、鈴⽊繁⽣さんが選任されまし
た。近々に、地域協議会委員の⽅々は市⻑から正式に委嘱され、活動を開始されます。 

地域の皆様のご理解とご協⼒をお願いいたします。 

＊2017 いわむら城下町のひなまつりのお礼＊ 

平成 29 年度〜30 年度の岩村地域協議会の委員の皆様  
（敬称略）  

⽒名 選出組織等 ⽒名 選出組織等 
細井健吉(会⻑) 識⾒を有する者 ⻄尾秋治 農村景観⽇本⼀を守る会
加藤博久(副会⻑) 識⾒を有する者 鈴⽊孝司 岩村町⾃主防災隊 
鈴⽊繁⽣(副会⻑) 識⾒を有する者 藤井孝司 スポーツネットいわむら
⼩川勝 岩村町⾃治連合会 柴⽥正樹 社会福祉協議会 
深萱澄雄 恵南商⼯会岩村地域委員会 ⼭本さちよ 岩村町⾷⽣活改善連絡協議会
渡會延彦 恵那市観光協会岩村⽀部 三宅紀代美 識⾒を有する者 
林千尋 恵那市⽂化振興会岩村⽀部 ⼭本純 識⾒を有する者 
三宅祥市 恵那市体育協会岩村⽀部 原⽥千恵⼦ 識⾒を有する者 
伊藤法男 富⽥をよくする会 岡⽥能彦 識⾒を有する者 
⻄尾吉雄 飯⽻間財産管理組合 市岡勝男 ⼀般公募 



    １        
お知らせ：体験！いわむら五っこ！ 

2017.5.1〜9.30 までのプログラム募集開始！  
体験プログラム「いわむら五っこ」の平成 29 年度前期

の参加受付が開始します。 
16 の新規のプログラムを加え、全 29 プログラムで皆様

のご参加をお待ちしております。 
  

お知らせ：三森⼭ウォーキング 

みんなで絶景を⾒に⾏こう！歩こう！    
標⾼ 1,100ｍの三森⼭神社までみんなで歩くウォーキ

ングイベント。雄⼤な景⾊を眺め、頂上で頂くおいしいみ
そ汁が疲れを忘れさせてくれます!!  

春の爽快感を求めて、出かけよう！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

 
 
 
 

⽇ 時：４⽉ 23 ⽇ (⽇) 受付 8:30〜9:00    
受付場所：ふるさと富⽥会館（受付後、随時出発） 
参 加 費：無料 持ち物：弁当・⽔筒・おわん・はし等 
主  催：ｽﾎﾟｰﾂﾈｯﾄいわむら（090-7435-8485:藤井） 

 

お知らせ：ホットな⽥んぼの「農業体験」
どろんこになって楽しく⽥植え体験をしよう！  

 ホットいわむらでは⼩学⽣を対象に、⽶作りの⼤切さを
学ぶ体験会を今年も開催します。春の⽥植え、秋の収穫と
全２回のシリーズで開催。 
 農村景観⽇本⼀の⽥んぼで、昔ながらの⼿植えの⽥植え
を体験しましょう！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         

⽇   時： 5 ⽉ 20 ⽇(⼟) 13:30〜15:00 頃     
集合場所： ふるさと富⽥会館前 ※⾬天決⾏ 
持 ち 物： ぼうし・⻑袖・タオル・お茶・⻑靴・⾬具 
参 加 費： 無料  ※当⽇参加も OK です!! 
主  催： 城下町ホットいわむら・こども塾チーム 
共  催： 市まちづくり推進部⽣涯学習課  

（「いわっこクラブ」との合同開催です） 
お申し込み : ホットいわむら事務局 

 電話 43-2111（岩村振興事務所） 

お知らせ：城⼭清掃ボランティア募集 

ふるさとの宝物を ”まちの⼒” で美しく 
 

毎年恒例の「岩村城跡の清掃作業」を下記の⽇程で開催
します。⽇本百名城・⽇本三⼤⼭城のひとつ「岩村城跡」
を美しくするために、皆様のお⼒添えをお願いいたしま
す。清掃終了後には、岩村町の歴史勉強会も⾏います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

⽇ 時：５⽉ 14 ⽇ (⽇) 8:00〜11:00    
集合場所：岩村町歴史資料館前 
作業内容：⽯垣の清掃、草刈り、刈り草の処理 
持 ち 物：草刈機（燃料は⽤意します）、鎌、脚⽴など 
主 催：城下町ホットいわむら 
問い合せ：ホットいわむら事務局 
      電話 43-2111（岩村振興事務所） 

詳しくは、検索エンジンで いわむら五っこ で検索！
じゃらんでも予約できます！ 
問合せ：いわむら体験プログラム実⾏委員会（43-2111 担当：近藤）



               
お知らせ：Ｄスマイルの 100 えん de カフェ 開催決定 

〜認知症になっても明るく笑顔で暮らせるまちへ〜        
こんにちは。NPO くわのみの⼩林と申します。 
 
いきなりですが、みなさんの趣味や関⼼ごとは何でしょうか？ 
旅⾏、料理、お菓⼦づくり、畑仕事、映画、⾳楽、⼩物づ

くり、それとも・・・ 
好きなことをやってる時は楽しくてワクワクします。でももし

皆さんが認知症になったらどうでしょうか？今までのようにはで
きなくなるかもしれません。ですから多くの⽅は、「認知症になっ
たら終わり。」、「認知症だけにはなりたくない。」と、そう考えて
います。でも 10 年後には 65 歳以上の⽅の 4 ⼈に⼀⼈が認知症
という時代がやってきます。認知症になったら本当に⼈⽣をあき
らめられますか？ 

私たちは認知症に対する正しい理解が進み、お互いを分かりあ
える関係性や繋がりが地域で築ければ、きっと認知症になっても
⼈⽣を楽しむことができると考えています。 

そこで、地域の福祉事業所や住⺠の⽅たちがタッグを組み、岩 
村で毎⽉認知症カフェを開催することになりました。それがＤスマイルのカフェです。 

認知症とはまだまだ無縁だと思っている若い⽅たちも巻き込み、楽しみながら認知症はジブンゴトだと気付いてもら
う。また、地域のさまざまな⽴場の⼈たちが繋がり、ネットワークをつくる。そういう機会にしたいと考えています。
 

先⽇、ホット岩村の⽅たちにお会いする機会があり、岩村の城下町の特徴はそこに⽣活感があることだと教えてもら
いました。⼈々がそこで暮らし続けるためには福祉がしっかりしていることが⼤切です。私たちはそういった⽅向から
岩村のまちづくりに関わっていきたいと考えています。           
いわっこクラブの活動紹介 
 
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サポーターさん
を⼤募集します！保護者、地域のみなさまも
サポーターとしてぜひ活動にご参加くださ
い。 

サポーターさんにお願いしたいのは、活
動の準備や⽚付け、⼦どもの活動を⾒守りや
⼿助けをしていただくことと、そして⼦ども
達と⼀緒に遊ぶことです。⼦ども達と⼀緒に
活動し、⼦ども達の笑顔に囲まれ、とても楽
しい時間を過ごすことができます。資格は必
要ありませんし、年齢制限もありません。⼦
どもと遊びたい⽅、地域で活動したい⽅なら
どなたでも OK 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 恵那市教育委員会⽣涯学習課 電話 26-2111（内線 474） 専⽤ダイヤル 090-4400-0771 

（いわっこクラブで⼦どもたちと⼀緒に遊びませんか？）

Ｄスマイルの100えんdeカフェ      
4 ⽉ 30 ⽇（⽇） 

14 時〜16 時 
岩村コミュニティセンター 
14:00 ごあいさつ／カフェタイム 
14:30 わくわくワークタイム 
    〜趣味や興味に分かれておしゃべり〜 
16:00 終了 



１       
恵那市観光協会岩村⽀部からのお知らせ 

 
◇◇◇「もうひとりの⼥城主」パネル展 ◇◇◇        
〜岩村城・⼥城主“おつやの⽅”(岩村殿・織⽥信⻑の叔⺟)〜 

 
（展⽰場所） 

勝川家        
（展⽰内容） 
▽元祖・⼥城主おつやの⽅の波乱の⼈⽣
▽⼥城主物語・系図 
▽同時代に⽣きた…おんな城主“直⻁”と 

⼥城主“おつやの⽅”対⽐年表 
▽⼤河ドラマ「おんな城主 直⻁」関連パ 

ネル展、同時開催!! 
 

各種パンフレットも取り揃えています。 

  
 

 
 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.34 

発掘調査で分かってきた近世岩村城の築城事情         
 岩村城の発掘調査は、平成20年度から４年間、本丸、
⼋幡曲輪で⾏われました。毎年100㎡程度の⼩規模な調査
でしたが、1601年に⼊封した松平家乗・乗寿による近世
岩村城の築城についての⼤きな成果をあげました。現在⾒
られる岩村城の姿が完成したのは寛永年間（1624〜
1644）で⼯事は30年以上かかっていること、なかでも本
丸の造成は⼊封の10年後にようやく始まったことが分か
ってきたのです。 
 本丸⻑局の調査は、⻑さ６ｍ、幅0.5ｍのトレンチと呼
ばれる溝状のごく狭い調査区での発掘でしたが、⼆つのこ
とが分かりました。 
 ⼀つは、⻑局は本丸の造成により削った⼟砂を使って急
な斜⾯を埋め⽴てて造成されていることです。建設は、①
斜⾯を埋め⽴てておおまかに敷地を造成、②⽯垣を築いて
敷地を整え、その上に⻑局埋⾨や⼟塀を建築、③仕上げに
全体を平らに整地、の順に⾏われたと考えられます。 
 もう⼀つは埋め⽴てた⼟砂の中から出⼟した⼤量の陶磁器の中に、⼟岐市周辺の連房式登窯で焼かれた陶器が含まれ
ていたことです。この陶器をこの時期の焼き物を研究している⼟岐市の学芸員に⾒ていただいたところ、①の⼟砂から
出⼟した陶器は1610年代、その上に乗っている③整地のための⼟砂から出⼟した陶器は1620〜30年代に焼かれた物で
あると教えていただきました。 
 この所⾒は、⻑局やその上の本丸は家乗の⼊封10年後に造成が始まり、完成にはさらに10年以上かかったということ
を⽰しています。またごく狭い調査区であるにもかかわらず当時⽇常的に使われていた陶磁器類が⼤量に出⼟している
ことから、造成前の古い本丸には藩主が住んでいた可能性が⾼いことも分かりました。 
 この時期に築城された著名な城、名古屋城や彦根城、加納城などは概ね10年以内の⼯期で完成しています。これらは
天下普請で多くの⼤名が動員された新築の城でした。これに対して岩村城はわずか２万⽯の⼤名が独⼒で、しかもそこ
に住み続けて対豊⾂の臨戦態勢を維持しながら、⼟の城から⽯垣造りの近世城郭に造り替えなければなりませんでした。
そのために完成までには⻑い時間が必要だったのでしょう。 
 

長局埋門の石垣 

空撮「岩村城跡」 
「今、よみがえる岩村城」ＣＧビューア

＜ 勝川家にて展⽰・放映中!! ＞ 

「勝川家」開館時間 9：30〜16：30 （定休⽇…⽕曜⽇、年末年始） 



     
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 4・5 ⽉の予定をお知らせします             

 
いっしょにいこまい会 尺⼋・歌 

４⽉２１⽇（⾦）10：３0〜 
 ※要予約 会費３00 円（昼⾷あります） 

 ※迎え希望の⽅連絡くだされば伺います 
                     

美容・健康トレーニング（⼀回５００円） 
※予約不要 

４⽉２６⽇(⽔) １3：３０〜１５：００ 
５⽉ １⽇(⽔) １3：３０〜１５：００  

                                                 
毎週⽕曜⽇には、「親⼦遊びの場」の開設                   

４⽉１８⽇(⽕) リズム遊び・読み聞かせ                                       
４⽉２５⽇(⽕) 歌って・踊って遊ぼ                 
５⽉ ９⽇(⽕) おやつ作り 

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 
 
３⽉３⽇(⾦)に⾼等部卒業証書授与式、３⽉１５⽇

(⽔)に⼩学部・中学部卒業証書授与式を⾏いました。⾼
等部２４⼈、中学部１７⼈、⼩学部９⼈の卒業⽣が、堂々
とした態度で卒業証書を受け取り、⽴派に答辞を述べま
した。在校⽣は、今までの感謝の気持ちを込めて送辞を
述べ、拍⼿で卒業⽣を送りました。卒業⽣の新しいステ
ージでの活躍を願っています。            
【進路状況】 

⼩学部  ９⼈ ・岐⾩県⽴恵那特別⽀援学校中学部 

中学部 １７⼈ 
・岐⾩県⽴恵那特別⽀援学校⾼等部 
・岐⾩県⽴東濃特別⽀援学校⾼等部 
・公⽴⾼等学校 
・私⽴⾼等学校

⾼等部 ２４⼈ 
・⼤学への進学 
・企業への就職 
・福祉事業所の利⽤ 等

 

親子遊びの場（おやつ作り） 

本年度も 
よろしく 

お願いします 



 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION 

前月 前年

総数 5,054 ⼈ （ ▲ 35 ）〈 ▲ 88 〉

男性 2,440 ⼈ （ ▲ 16 ）〈 ▲ 32 〉

⼥性 2,614 ⼈ （ ▲ 19 ）〈 ▲ 56 〉

世帯 1,856 世帯 （ ▲ 10 ）〈 ▲ 16 〉

（ ）内は前3⽉との⽐較〈 〉は前年同4⽉⽐

H 29年4月

地域図書室振興事業 第１弾 

岩村コミセン古本市 
岩村コミュニティセンターには、本の貸出のできる図書室があ

るのをご存じですか？ 
コミュニティセンターでは、図書室をみなさんに知って頂くた

め、あるいは本の有効活⽤を図る為に、図書館やご家庭で不要に
なった本のリサイクル市を⾏います。            
⽇ 時  平成29 年５⽉21 ⽇（⽇）13:00〜16:00 
場 所  岩村コミュニティセンター ロビー 

古本の募集 
岩村コミュニティセンターでは、「岩村コミセン
古本リサイクル市」に向けて、ご家庭等で不要に
なった本を集めています。本のリサイクルにご協
⼒をお願いします。 
募集期間 5 ⽉２⽇（⽕）〜13 ⽇（⾦） 

※休館⽇(⽉曜⽇)を除く 
受付時間 10:00〜17:00 
受付場所 岩村コミュニティセンター 
 

【募集の概要】 
本の種類 
 単⾏本、⽂庫本、児童書、絵本、雑誌（⽉刊誌、

季刊誌）に限ります 
募集内容 

➀無料で提供願います 
 ➁活⽤できないと思われる本については、受け

取りをお断りする場合がございます。 
 （例）百科事典、古い⽂学全集、漫画、コミッ

ク、週刊誌、汚れのひどいもの等 
 ③直接お持ち頂けるものに限ります。 

（できるだけきれいな状態でお持ち下さい）

毎⽉第３⽇曜は「恵那市読書の⽇」

【今月の岩村町の人口】
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」 

乳幼児学級のお知らせ 
市内の各コミュニティセンターでは、発達段階に応じて⼦どもにどのように働きかけるとよいのかなど家庭教育に

関する情報を得たり、互いの悩みに寄り添いながら、親としての成⻑を確かめたりする「乳幼児期の家庭教育学級（乳
幼児学級）」を開催しています。地域で多くの⽅と交流し、さまざまな経験や体験をとおして楽しみながら⼦どもと⼀
緒に成⻑しませんか！      
（対象者）0 歳〜⼊園前の⼦どもを持つ⺟親・⽗親・祖⽗⺟ （開催場所）岩村コミュニティセンター     
【平成29 年度４⽉・５⽉の予定】    
４⽉27 ⽇（⽊）はじめましてしもだうたこです （開級式） ５⽉１１⽇（⽊）トレーニングサロン  

29年度に岩村コミュ

ニティセンターで開

催される市民講座は

裏面 
をご確認ください。 



              
平成29年度 岩村コミュニティセンターで開催される「市民講座」 

講座名・講師 対 象 ・ 定 員 講座内容 回数 曜日・時間 受講日 持ち物・備考 

茶の湯をたしなむ 

桑山 道明 

一般 

25名 

茶の湯を通して、古式ゆかしい日本文

化に親しみ、季節に合わせた設えの茶

菓子で一服を戴きます。 

２
火曜日 

10:00～12:00
5/9 9/5 

筆記用具、扇子 
懐紙、白靴下 
材料費 1,000円／2回 

おもしろ歴史講座 其の一 

三宅 唯美 一般 

15名 

東濃地域の歴史を詳しく解説いたしま

す。 

６
火曜日 

19:30～21:30

5/9 5/23 

6/6 6/20 

7/4 7/18 

筆記用具 
おもしろ歴史講座 其の二 

西部 良治 

歴史をおもしろおかしく解説していき

ます。 

優雅にフラダンス 

岩崎 由里 

一般 

25名 

南国のリズムに合わせて、楽しいステ

ップ。癒やし系ダイエット・有酸素運

動にもなります。 

年８
水曜日 

10:00～12:00

5/10 6/14 

7/12 8/16 

9/13 10/11 

11/8 12/13 

 

篆刻印にチャレンジ 

堀 廣幸 

一般 

15名 

落款印など自分の印を作ってみましょ

う。きめ細かな指導のもと自分自身で

最後まで彫り上げます。 

年８
水曜日 

13:30～15:30

5/10 6/14 

7/12 8/9 

9/13 10/11 

11/8 12/13 

初回に説明します。道具はこちらで準備
します。ある方はお持ち下さい。 
材料費500円（石代金） 

古布で素敵にリフォーム 

土屋 和子 

一般 

15名 

自宅に眠っている和服や布を使ってリ

フォーム。自分のペースで楽しみなが

ら素敵な作品づくりをしてみましょ

う。 

年８
木曜日 

13:30～15:30

5/11 6/1 

7/6 8/3 

9/7 10/5 

11/2 12/7 

裁縫道具、リフォームする布、古布等 
初回のみ型紙代金100円 

みんなで・歌いましょう！ 

林 精子 

一般 

15名 

お腹の底から声を出して歌ってみまし

ょう。懐かしい童謡から始めてみます。

みんなで声を合わせ歌う楽しさを実

感。 

年８
木曜日 

13:30～15:30

5/25 6/22 

7/27 8/24 

9/28 10/26 

11/23 12/21 

 

岩村の産業遺産「型紙」を活用した 型染 

田口 修 

一般 

10名 

①オリエンテーション 

②こいのぼりづくり・草木染 

③④型彫り 

⑤暖簾藍染 

⑥暖簾糊置き 

⑦草木染染料採取★根の上高原へ刈安採取 

⑧刈安でてぬぐい草木染と暖簾の糊落とし 

８
金曜日 

10:00～12:00

5/12 5/26 

6/2 6/16 

7/7 7/21 

8/4 8/18 

筆記用具(鉛筆など) 
材料費 実費（3,000円程度） 
※お申込後にキャンセルされる場合で
も、材料費は徴収します。 

そば打ちにチャレンジ 

丸山 市夫 

一般 

12名 

手打ちそばの良さを体感。地元で取れ

たそば粉を使って、ちょっと贅沢なそ

ばを楽しんでみます。 

年８
土曜日 

9:30～12:00 

5/6 6/3 

7/1 8/5 

9/2 10/7 

11/4 12/9 

エプロン、三角巾、ふきん2枚 
入れ物用タッパー 
材料費4,000 円／8 回＋テキスト代100
円（初回のみ） 

「ぴんしゃん」ウォーキング 

藤井 美歩 

一般 

(60 歳～)

10名 

背筋を「ぴん」と気持ちを「しゃん」

と若々しく歩きましょう。最期まで自

分の足で歩ける体づくりをします。 

６
土曜日 

10:00～12:00

5/13 5/27 

6/10 6/24 

7/8 7/22 

タオル、動きやすい服装 
5本指靴下(ある方) 
ヨガマットもしくは大判バスタオル1枚
飲み物(水分補給用) 

里山ミニ登山 

岩村山の会女性部 会員代表 稲垣 香代子 

一般 

15名 

高山植物イワカガミ巡り。この時期で

ないと見られない希少価値の高い植物

が群生。歩く足元に見事に咲きます。

１
土曜日 

10:00～12:00
5/13 

動きやすい服装 
飲み物(水分補給) 
必要に応じて雨具 
※雨天の場合は中止といたします。 

里山Boy’s＆Girl’s 
岩村山の会女性部 会員代表 稲垣 香代子 

一般 

10名 

岩村町周辺の石仏や三森山でないと見

られない植物を観察しながら里山の風

景も満喫できるウォーキングです。 

年５

土曜日 

★金曜日 

10:00～12:00

6/3 7/1 

9/2 10/7 

★11/3 

動きやすい服装 
飲み物(水分補給) 
必要に応じて雨具 

知新塾 こめっこ☆くらぶ 

山本 さちよ 

親子 

6組 

どんな食感？どんな味？どう使う？こ

め粉。 
１

土曜日 

10:00～12:00
5/13 

エプロン、三角巾、ふきん1枚、手拭き
タオル1枚 
お持ち帰り用タッパもしくは袋 
※材料費：各1名ごとに500円 
※お申込後にキャンセルされる場合で
も、材料費は徴収します。 

沖縄カンカラ三線 

田口 修 

一般 

10名 

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しましょう！
➀カンカラ三線作りと調弦 ②三線楽譜「エエ
四（クンクンシー）」の読み方と簡単な童謡・
唱歌を弾いてみる ③童謡・唱歌と沖縄の歌の
練習 その 1（涙そうそう・花）など ④               ③
と同じ ⑤童謡・唱歌と沖縄の歌の練習 その
3（安里屋ユンタ）など ⑥沖縄の歌、三線パ
ーティー（発表会） 

１０

土曜日 

★日曜日 

19:00～21:00

5/13 5/27 

6/10 6/24 

7/1 7/15 

7/29 ★               8/27 

★9/3 ★                     9/17 

材料費5,000円（カンカラ三線手作りキ
ット代・ピック代・ウマ(駒)代）・練習用
CDや楽譜などは、その都度実費（100円
程度）・カンカラ三線がある方はお持ちく
ださい。 
※お申込後にキャンセルされる場合で
も、材料費は徴収します。 

「デュークズ」ウォーキング 

藤井 美歩 

一般 

(20 歳～ )

10名 

「どれだけ歩くか」ではなく「どう歩

くか」が大切です。歩きを少し意識す

るだけで、美しく健康になれます。デ

ューク更家が考案したエクササイズで

身体を整え、正しくかっこよく歩くた

めの体づくりをします。 

６
土曜日 

19:30～21:00

5/13 5/27 

6/10 6/24 

7/8 7/22 

タオル、動きやすい服装 
5本指靴下(ある方) 
ヨガマットもしくは大判バスタオル1枚
飲み物(水分補給用) 

マジック＆頭脳リハビリ健康講座 

加藤 鈴夫 

一般 

15名 

手先を使っておもしろおかしいマジッ

クを習得。集まった者同士ふれあいな

がら気楽にマスター、素人芸人してみ

ましょう。 

年８
日曜日 

10:00～12:00

5/7 6/4 

7/2 8/6 

9/3 10/1 

11/12 12/3 

初回に説明します。 
動きやすい服装 
材料費 マジックの種類によって1回に
つき500円～1,000円 

知新塾 おいしいクッキング 

今井 裕子 

子ども

10名 
何をつくるのか？は当日のお楽しみ！ １

日曜日 

10:00～12:00
6/11 

エプロン、三角巾、ふきん１枚 
手拭きタオル１枚 
お持ち帰り用タッパ又は袋 
材料費500円 
※お申込後にキャンセルされる場合で
も、材料費は徴収します。 

※受付は４月１５日（土）９時から（平成28年度後期と同じ講座を受講される方の受付は４月２０日（木）から） 

※受講を希望される方は、前ページに掲載の 恵那市市民大学「三学塾」申込書 に必要事項を記入し、岩村コミュニティ 

センターまで提出してください。 




