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平成 29 年 8 月 15 日発行 №70 

ほっと・ホット・もっと 

ホットいわむらだより 

 

＊いわむら夏祭り 

＊（御礼）城山清掃 

＊（告知）秋のふれあいウォーキング 

＊防災訓練 

佐藤⼀斎 今⽉のひとこと（8 ⽉）
⼀斎先⽣が⾔われました    
「学校は夏休みに⼊り、⼦ども達はどんな⽣活をしているかな？⽇の⻑い夏でも、何か⼀つに熱中
し集中していると、気がついたときには夜になっていた・・・と⼀⽇を短く感じることもあるし、
⽇の出が遅く⽇の⼊りが早く⼀⽇が短い冬でも、朝からだらだら何もせず何も考えないでいると⼀
⽇が⻑いなーと感じることがよくあるな。 
⼀⽇の時間は誰にも公平に２４時間あるのに、時間の使い⽅次第で⼤きな差が出ることを知ること
が⼤事だな。⼈⽣は短い！」（⾔志耊録）            【NPO 法⼈いわむら⼀斎塾】 

平成 29 年 

８/ 26 (⼟)
午後 5:30 開始（午後 4:30 開場）

会場：岩村城藩主邸跡 
（⾬天：岩⾢⼩学校体育館） 

⼟曜夜店から続く怒濤の”岩村夏のイベントシリーズ”も、はや最
終章。⼤トリとして「いわむら城址薪能」が開催されます。 
会場は、かつて岩村藩の藩主邸があった場所で、岩村城や岩村城
下町の歴史を⾒つめてきた⾒事な枝ぶりの⽼松が舞台の背景と
なります。⽉の光と薪（たきぎ）の薄明かりの中で上演される能
は⽇本の伝統芸能の醍醐味を存分に味わうことができます。 
観覧券は、ふれあいの舘・チケットぴあ他で好評発売中！ 

33 年の歴史「いわむら城址薪能」 〜ひと夜かぎりの幽⽞の刻〜 



（平成 29 年度）第 70 回 いわむら夏祭り⼤変装⾏列 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

夏祭り⼤賞 本町四丁⽬ 
四丁⽬組 恋ダンス 

岩村地域協議会⻑賞 ⻄町⼀丁⽬ 
ドラゴンダッチ 

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！！

第 70 回 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 四丁⽬組 恋ダンス 

2 位 恵那市⻑賞 ⼭上 機動戦⼠岩
ガン

ダム ヤマガミ⾏きま〜す！ 

3 位 恵那市恵南商⼯会⻑賞 若ホタルの会 AK8 総選挙 

⾏
列
順 

三好学賞 本町五丁⽬ バルーンで GO！ 
恵那市観光協会岩村⽀部⻑賞 イワムーリャ 爆⾳軍団イーリャムーリャ 
⼥城主賞 柳町 天空の城いわむラピタ 
岩村地域協議会⻑賞 ⻄町⼀丁⽬ ドラゴンダッチ
下⽥歌⼦賞 なんか楽しいことやろまいかとみだ 今宵はみんなでモンキーダンス！
佐藤⼀斎賞 新町⼀丁⽬ 新町ダンサーズ
城下町ホットいわむら賞 本町三丁⽬ おんな城主

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

恵那市⻑賞 ⼭上
機動戦⼠岩ダム（ガンダム） 
ヤマガミ⾏きま〜す！

恵那市恵南商⼯会⻑賞 若ホタルの会 
AK８総選挙 

恵那市観光協会岩村⽀部⻑賞 イワムーリャ
爆⾳軍団イーリャムーリャ 

⼥城主賞 柳町
天空の城いわむらラピタ 



     
お知らせ：第５回 飯⽻電⾞道まつり    
 ８⽉ 19 ⽇（⼟）16:00〜20:30 飯⽻間 3 区公会堂付
近で「第 5 回飯⽻電⾞道まつり」が開催されます。 

電⾞道・極楽駅をモチーフに新たに商品開発された⼟
産物「電⾞道＆極楽煎餅」の販売や、飯⽻間地域の観光
資源の掘り起こしを⽬指した観光案内板と交通安全の呼
びかけ看板の除幕式、交通安全祈願神事を執り⾏います。
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
アトラクションとして、名古屋で活躍する⼩学⽣演歌歌
⼿、東あきさんや東南アジアでブレイク中のオカリナ＆
三味線デュオの平安桜（へいあんざくら）が登場します。
楽しさがいっぱい！お誘い合わせの上、ご来場下さい！    
問い合わせ 飯⽻電⾞道発展会(三宅) 090-1627-8296

お礼：城⼭清掃（夏の陣） 
117 名ものご参加を頂きました     

 ７⽉ 29 ⽇（⼟）、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、
（⼀社）恵那市観光協会岩村⽀部、恵那市消防団岩村分
団の皆さんをはじめ、総勢 117 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」全体がきれいになりました。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。ご参加を頂きました皆様、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 29 ⽇（⼟）、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は、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
店にもお⼿伝い頂き、みなさんに喜んで頂きました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
         
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頂き、おいしく頂きました。
ありがとうございました。      

 

報告：主演者と作者が語る(薪能)学習会 
７⽉ 25 ⽇（⽕）、市⺠三学岩村委員会が主催する「（い

わむら城址薪能）主演者と作者が語る学習会」が⾏われ、
40 名ほどの参加がありました。 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

この勉強会は、８⽉ 26 ⽇（⼟）に開催される「第 33 回
いわむら城址薪能」を前に、能について知ることでより能
が楽しく⾒られるようにと開催されました。 

講師は、今年の薪能で「吉野静」を演じる⽟井博祜（た
まいひろこ）さんと岩村の⼥城主を題材とした能「覇王」
の作者である飯塚恵理⼈さん。飯塚さんから今年の演⽬の
⾒所について解説をお聞きし、その後、⽟井先⽣を先頭に
参加者それぞれが扇を持って、能の中で演じられる際の扇
の使い⽅を体験しました。扇を頭の上に掲げて中⾻に沿っ
て指を滑らせながら腰元まで向きを回転させながら下ろ
す所作など、わずかな所作でも意外と難しく、参加者から
は、驚きの声やため息が漏れ、会場は和やかな雰囲気で、
⼤変盛り上がりました。



１     １ 
お知らせ：秋のふれあいウォーキング    
 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」が開催されます。 

収穫期を迎え、⻩⾦⾊に染まった⽥園の中をゆっく
り・ゆったり・さわやかに歩きませんか？ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        
⽇時：平成 29 年9 ⽉23 ⽇（⼟・祝）8:30〜13:30 
受付：ふるさと富⽥会館（8:30〜10:30） 
申込：当⽇受付のみ 
コース：A コース【お堂めぐりコース】･･･7.3 ㎞ 
    B コース【⼤円寺コース】･･･････9.7 ㎞ 
参加費：⼤⼈ 500 円、中学⽣以下 300 円 
主 催：富⽥活性化委員会 
問合せ：まち並ふれあいの舘 電話 43-4622 
    茅の宿とみだ    電話 43-4021  

 

                          
恵那市総合防災訓練       

訓練テーマ：『安⼼』みんなで作る減災社会            
⽇時：平成 29 年 9 ⽉３⽇（⽇） 

午前８時から 
 

 

報告：（修善寺）加藤景廉供養祭に出席     
８⽉ 2 ⽇（⽔）から 3 ⽇（⽊）に、伊⾖市修善寺町で岩

村城築城の祖「加藤景廉公」の供養祭が開催され、岩村町
から交流協会会員ら 11 名が出席されました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2 ⽇は交流会、3 ⽇には五輪塔での墓前祭のあと、牧之
郷公⺠館にて執り⾏われた奉納⾏事に参加し、そのなかで、
観光協会岩村⽀部の加藤勝也事務局⻑が『「おんな城主」を
観光に活かす』として、講話を⾏いました。 

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、親密な交流があり、10 ⽉の「いわむら秋祭り」神輿
渡御⾏列の際には、伊⾖市の関係者様が、岩村町へお越し
頂き、⾏列への参加や獅⼦舞などをご覧になられる予定に
なっています。 

     
【想定】 
AM8:00、紀伊半島沖を震源とする南海トラフ地震（マ
グニチュード 9.0）が発⽣し、市内で最⼤震度６弱を観
測。市内では家屋倒壊・崖崩れ等の被害が発⽣。死者・
⾏⽅不明者等も発⽣。余震が続く恐れあり。市は全域に
「避難指⽰」を発令。全ての指定避難所を開設。 
 
AM8:00〜 避難・⼈員把握訓練 
 ※サイレンが鳴ったら、となり近所に声をかけて、避

難場所へ集合してください 
 
AM9:30〜 炊き出し訓練 
 【⽇⾚奉仕団・⼥性防⽕クラブ】 

 （場所）飯峡会館 

サイレンが鳴ったら隣近所に声をかけて避難場所へ



 
 
 
 

命を守るための合い⾔葉は「浮いて待て！」        
〜 着⾐⽔泳講習 〜        

岩⾢⼩学校では、７⽉１０⽇（⽉）に４年⽣と６年⽣を対象に着
⾐⽔泳講習を⾏いました。⽔の事故で犠牲になる⼦どものニュース
を⽿にします。その約８割は服を着た状態で事故に遭っているそう
です。そこで⾚⼗字⽔上安全法指導員の⼤梅孝幸先⽣を講師として
お迎えして、こうした⽔の事故に遭わないための対処法を学びまし
た。 
 ⻑袖・⻑ズボンに靴を履いてプールの中に⼊りました。「とても動
きにくい」、「全然泳げない」と⽔着の時と⽐べて体を⾃由に動かせ
ないことを実感しました。⼤梅先⽣から「服を着た状態で泳ごうと
すると体⼒を消耗して溺れてしまうため、『浮いて待つ』ことが⼤切」
ということを教えて頂きました。そこで、⼦どもたちはペットボト
ルを胸に抱いて背浮きする体験をしました。何度もチャレンジする
ことで上⼿に浮けるようになり、ペットボトルを使わなくても⻑時
間、背浮きをすることができる児童もでてくるほどでした。 

いつもと違った⽔泳の学習に歓喜の声をあげながらも、⼦どもた
ちにとっては⾃分の命を守るための⽅法について真剣に学ぶ貴重な
機会となりました。 

 
いわっこクラブ活動紹介        
１１１ネイチャーゲームで五感体験 

7 ⽉ 26 ⽇（⽔）は、いわっこクラブ
初めての夏休み活動で、恵那⼭ネイチャ
ーゲームの会の皆さんを講師に招き、⾃
然体験（ネイチャーゲーム）をしました。
今回は学校内ではなく岩村コミセン周
辺で⾝近な⾃然を⾒つめて、普段なら⾒
過ごしてしまうような⼩さな発⾒も注
意深く⾒ることができました。 

ネイチャーゲームとは、⾒る・聞く・
さわる・においをかぐ・味わうといった
五感を使って体験するゲームのことで
⼤⼈気だったのが「カモフラージュ」と
いうゲーム。花だんや垣根など⾃然の中
にぬいぐるみやプラスチック製のおも
ゃなどを隠して、いくつ⾒つけられるか
な？という簡単なゲームですが、なかな
か全部⾒つけられず、⼦どもだけなく⼤
⼈も夢中になって探しました。その他に
は、五感を使ったビンゴゲームと、草花
と⽔だけでハガキに絵を描いて、⾃分だ
けのオリジナルハガキ作りをしました。 
岩村にはまだ、たくさん⾃然があります。 
忙しいこの時代でも、ほんの少しだけ⾃然に⽬を向けて感じることが出来れば、より豊かな⼼が育つと思います。       

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 

パズルできたよ！ 

カモフラージュ体験どこにあるかな？ みんなの作品を⾒てみよう！ 

クワガタムシの特徴は？ 

いわっこ元気だより！ 今⽉は岩邑小学校 



       
恵那市観光協会岩村⽀部からのお知らせ 

観光協会岩村⽀部では、「享保岩村城絵図」、佐藤⼀斎、下⽥歌⼦などの岩村の偉⼈関連本、⼥城主グッズなどを
販売しています。おみやげに、ちょっとした記念品・粗品・景品等にぜひご利⽤ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           

 そのほか、「佐藤⼀斎⽇めくりカレンダー」(７００円)、いわむらオリジナル携帯ストラップ、岩村俳句会句集
「とおやま」（１０００円）など…町並みふれあいの舘にてお買い求めください。      

 まち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.38 

〜新道の開発〜      
鉄砲鍛冶加納家の周辺は新道（しんみち）と呼ばれ、

今は⾃治会の名称となっています。これは、⻄町から江
⼾町をとおり新市場の枡形外につながる道路が新道と呼
ばれたことに由来しています。 

丹⽻瀬清左衛⾨が藩政改⾰の⼀環として建設をはじめ、
⽂政 11 年（1828）に完成しました。岩村の主な道路は
17 世紀初めに城下町が建設されるときに出来たもので、
その後は造られていませんでした。この道は 200 年ぶり
にできた「新しい道」だったのです。 

さて、清左衛⾨は殖産興業のために、妙法寺の近くに
国産所を設けました。これは商品開発のための研究所兼
⼯場のようなもので、織物や紙すきなど、それまで村々
が⾃給⾃⾜のために⽣産していたものを商品として売れ 
る製品にするために、技術開発と品質向上、技術指導を⾏うところでした。また天保２年（1831）には加納家が今の
場所で鉄砲⽣産を開始しています。どうやら、清左衛⾨は、新道沿線を新しい⼿⼯業の街、⼯業団地にしようとしてい
たようです。 

その後、清左衛⾨の藩政改⾰は農⺠の⼤きな反発を受けることとなり、10 年後の天保８年（1837）に彼の失脚によ
り中断します。⼭上家に伝わる『岩村概略記』には新道をめぐって次のようなことが記録されています。 

「⽂政⼗⼀⼦年、家中屋敷を荷付⾺駕籠等通⾏差⽌められ、外町より妙法寺下を通り新市場外へ新道出来、冨⽥⼤円
寺草かり⾺迷惑しけるか、天保⼋年村⽅騒動訴訟により、⼜家中屋敷を通る事」（新道が出来たので、荷物を運ぶ⾺や
駕籠が家中屋敷（殿町や新市場）を通ることが禁⽌となった。このため富⽥村の「草刈り⾺」がたいへん困ったが、天
保 8 年に訴訟が起きて再び通れるようになった）。 

儒学者でもある清左衛⾨は、武家屋敷街の道路が荷物輸送に使われるのを苦々しく思っており、新道の完成とともに
これを禁⽌してしまったのです。 

なぜ富⽥村はたいへん困ったのでしょうか。これについては別の機会に紹介しようと思います。   
（恵那市職員 三宅唯美）

 

新市場の交差点。⼿前の道が新道で、右へ⾏くと新市場
の町並み、左へ⾏くと富⽥。右端の⼟⼿のところに城下
町の⼊り⼝となる枡形があった。 

「享保岩村城絵図」 
５００円→３００円 

加納睦久⼥城主の⾥」絵はがき 
(８枚⼊り) ３００円 

「⼥城主の⾥ いわむら」
オリジナルタオル４００円 

佐藤⼀斎「彫板名⾔録集」
５００円 

下⽥歌⼦著「⼥⼦の修養」
７００円 

市川彰 ⽊版画⼀筆箋
｢岩村城下」 

｢農村景観⽇本⼀富⽥」 
各３５０円 

<新発売>  
伊藤⼀樹 

佐藤⼀斎名⾔
カレンダー 
１０００円 



     
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             
◯美容・健康トレーニング 

予約不要（⼀回５００円） 

８⽉２３⽇(⽔) 13:30〜15:00 

９⽉１３⽇(⽔) 13:30〜15:00 

 
◯毎週⽕曜⽇には、「親⼦遊びの場」の開設 

８⽉２２⽇(⽕) 歌って・踊って遊ぼ  

９⽉ ５⽇(⽕) おやつ作り 

９⽉１２⽇(⽕） リズム遊び・読み聞かせ 

 
◯いっしょにいこまい会  
  ８⽉１８⽇(⾦) 10:30〜12:30 

   ★☆★岩村交番⻑さんのお話★☆★ 

    要予約（参加費 300 円）※昼⾷あり 

     ※岩村町にお住まいのおおむね 65 歳 
以上の⽅なら参加出来ます。 

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 

〜宿泊学習で恵那市の魅⼒再発⾒〜      
 中学部１・２年⽣（１〜５組）は、６⽉２９⽇
（⽊）〜６⽉３０⽇（⾦）の２⽇間、恵那市内で
宿泊学習を⾏いました。1 ⽇⽬には⽇本⼤正村と
越沢コテージ、２⽇⽬はモンゴル村に⾏きました。 

⼤正村の散策では、⼤正時代の展⽰物や建物を
⾒たり、お⼟産等の買い物をしたりするなど充実
した時間を過ごしました。宿泊場所である越沢コ
テージに到着後は、グループで協⼒して、カレー
とデザート、サラダを作りました。夜はみんなで
お話ししたり、お⾵呂に⼊ったりするなど楽しい
時間を過ごしました。 

次の⽇はモンゴル村へ⾏き、ゲルに⼊ったり、⺠族⾐装を着たりして楽しく活動しました。 

２⽇間を通して天候は不安定でしたが、野外での活動中は⼀度も⾬に降られることがなく、予定通りの⾏程で楽
しく活動できました。宿泊学習での活動を通して、恵那市の魅⼒を再発⾒することができました。また、⽣徒同⼠
の絆も深まりました。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。    

 
 
 
 

 

（いっしょにいこまい会）
岩村こども園児との交流会

 
１９⽉ １⽇(⾦) 第２学期始業式 
１９⽉ ９⽇(⼟) ⾼等部体育祭(⾒学⾃由です) 
１１⽉１０⽇(⾦)・１１⽇(⼟) 知新祭(１１⽇はロックビレッジバザール) 
１２⽉１６⽇(⼟) ウインターコンサート(観覧⾃由です) 
１２⽉２１⽇(⽊) 第２学期終業式  

恵那特別⽀援学校 2 学期の予定 

 

福祉センターへ 

ご来館下さい 



      
 
 
 
 
 
 
            
岩村振興事務所が⼀時移転しました       

平成２９年７⽉３１⽇（⽉）に、岩村振興事務所が岩村コミュニティセンター内へ⼀時移転しました。 
岩村振興事務所の窓⼝へは靴を履き替えずに⼟⾜で⼊ることができます。岩村振興事務所または岩村コミュニティセン

ターの事務所へご⽤事のある⽅は、恐れ⼊りますが靴を履き替えて、事務所奥の扉から事務所内にお⼊りください。                
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION

           
秋の市⺠講座（10 ⽉から） 〜 ⾊々な講座があります。ぜひ参加してください 〜           

◯窓⼝申込み開始⽇時：9 ⽉中旬  ◯問い合わせ先：岩村コミュニティセンター（電話43-3722）            
 講座名 対象 内容

１ おもしろ歴史講座 其の⼀ 
⼀般15 名 歴史をおもしろおかしく解説していきます。 

２ おもしろ歴史講座 其の⼆ 
３ 岩村の産業遺産「型紙」を活⽤した 

染型紙で作るランプシェイドと染物 
⼀般10 名 染型紙を利⽤して、染物とランプシェイドを作るというお

得な内容。染物については、⼿ぬぐいを染めます。
４ EM オーガニック園芸酵房 ⼀般10 名 ⼿軽で経費をかけず無理なく始められるダンボールコンポ

スト。ご⾃分で作った⼟を使い野菜や花を育ててみよう。
５ 親⼦ 知新塾 こめっこ☆くらぶ 親⼦12 名 どんな⾷感？どんな味？どう使う？こめ粉。 
６ 「ぴんしゃん」ウォーキング 60 歳以上

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。

７ 「デュ－クズ」ウォーキング 20 歳以上
10 名

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体づくりをします。

８ 沖縄カンカラ三線 ⼀般10 名 沖縄の楽器カンカラ三線を使って簡単な童謡や唱歌・⺠謡
などを弾いて歌えるように練習しましょう。 

９ 知新塾 おいしいクッキング ⼦ども 10 名 何をつくるのか？は、当⽇のお楽しみ！           
 ※開催⽇等の詳細は後⽇発⾏される 「恵那市市⺠⼤学ガイドブック 恵那三学塾」 でご確認ください。 

【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」 

 

前月 前年

総数 5,030 ⼈ （ ▲ 22 ）〈 ▲ 115 〉

男性 2,434 ⼈ （ ▲ 13 ）〈 ▲ 45 〉

⼥性 2,596 ⼈ （ ▲ 9 ）〈 ▲ 70 〉

世帯 1,855 世帯 （ ▲ 4 ）〈 ▲ 23 〉

（ ）内は前7⽉との⽐較〈 〉は前年同8⽉⽐

H 29年8月

☆写真左側の扉から窓⼝へ⼟⾜でお⼊り頂けます☆ ここまでは⼟⾜で⼊れます 




