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＊恵那南高校の取り組み紹介

さわやかに歩こう！秋のふれあいウォーキング

９/23
平成 29 年

(祝)

受付：午前 8:30〜10:30

スタート：ふるさと富⽥会館
⼀斎先⽣が⾔われました

秋の収穫期を迎え⻩⾦⾊に染まった農村景観⽇本⼀の富⽥地区
を歩くイベント「秋のふれあいウォーキング」が開催されます。
スタート・ゴールは「ふるさと富⽥会館」です。
ゴールイベントは、特産品直売市、岩村城⼥太⿎のアトラクショ
ンや⽶・野菜・果物などがあたる「お楽しみ抽選会」もあります。
コースイベントも盛りだくさん。
さわやかな秋。家族でウォーキングにでかけませんか？
佐藤⼀斎

今⽉のひとこと（9 ⽉）

「私は、今年、年齢が８０歳になった。⽿や⽬は、まだひどく衰えるほどにはなっていない。なん
と幸せなことだろうか。息が⼀息でも残っていれば、学問はやめるべきではない。」と。
佐藤⼀斎は「⾔志四録」の四冊⽬「⾔志耊(てつ)録」（全３４０条）を８０歳で書き始め８２歳で書
き終えた。
【NPO 法⼈いわむら⼀斎塾】
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岩村町の秋のイベント情報

◯9/24 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）で稲刈り体験を

◯10/７･８ いわむら秋祭り神輿渡御⾏列

10 ⽉７⽇（⼟）、8 ⽇（⽇）の 2 ⽇間、岩村本通りを中
したい親⼦を募集します。参加者には 11 ⽉５⽇（⽇）い ⼼に、岐⾩県重要無形⺠俗⽂化財に指定されている「いわ
わむら城下おかげまつりで、精⽶したお⽶を差し上げます。 むら秋祭り神輿渡御⾏列」が開催されます。

【⽇にち】平成 29 年

9 ⽉ 24 ⽇（⽇）

【時 間】午前 8 時 45 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・稲刈り鎌（ある⼈）など
【服 装】帽⼦・軍⼿（⼦供⽤）・⻑そで・⻑靴
【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
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◯10/15

第 45 回町⺠運動会

神輿渡御⾏列は、岩村城の創築者である加藤景廉とその息
⼦景朝との親⼦対⾯⾏事です。7 ⽇は武並神社から⼋幡神
社まで、8 ⽇は⼋幡神社から武並神社まで、300 ⼈が歴史
装束に⾝を包み、⾏列を仕⽴てて練り歩きます。
（⾏列のスケジュール）
７⽇：武並神社９:00 出発 ⼋幡神社 12:45 到着
８⽇：⼋幡神社 9:30 出発 武並神社 12:45 到着
※※※

⾬天の場合は中⽌となります

◯11/5

※※※

いわむら城下おかげまつり

10 ⽉ 15 ⽇（⽇）、岩村グラウンドにて、第 45 回町⺠運
動会が開催されます。どなたでもエントリーできる「マラ
ソン⼤会」の出場者を募集しています。

11 ⽉5 ⽇（⽇）に岩村本通りで、秋の賑わい市「いわ
むら城下おかげまつり」が開催されます。
今年も盛⼤に開催予定です！

【部
⾨】2.2km ⼩学⽣男⼦・⼥⼦の部、中学⾼校⼥
⼦の部、中学⾼校男⼦の部、⼀般⼥⼦の部、シニアの部（60
歳以上の男⼦）、3.5km ⼀般男⼦の部（60 歳未満の男⼦）
【スタート】 午前１１時１５分（予定）
【申込期限】 １０⽉１３⽇（⾦） ※当⽇受付も可
【申込⽅法】 電話⼜はＦＡＸにて、⽒名、⾃治会名、年
齢、性別、参加部⾨をご連絡ください。
【申込み】岩村振興事務所 Tel：43-2111 Fax：43-0159

ふるさとゆかりの郷協定市町村の特産品販売や、⼦どの
たちの遊びの広場「⼦ども横丁」、「フリーマーケット」、
「軽トラ市」、「消防⾳楽隊による防⽕パレード」、「も
ちつき」、「もちなげ」、味わいどころの「にぎわい横丁」
「まんぷく横丁」など、⼀⽇に楽しいイベント・アトラク
ションがギュッと凝縮されています。⾒所・楽しみどころ
⼗分で、味覚も楽しめるイベントです。
詳細は、次号のホットだよりでお知らせします。

お知らせ：第５０回 町⺠ゴルフ⼤会

報告：実践⼥⼦⼤学「学たび」

四半世紀にわたるこの⼤会は、いわむらカントリークラ
ブがオープンすると同時に時の深萱町⻑の発案でゴルフ
を庶⺠の健康スポーツとして広めようと企画され、年 2 回
を連続開催されてきました。次回秋の⼤会は記念すべき第
50 回⼤会となるため、実⾏委員会では是⾮多くの⽅々の
参加をお願いしたいと呼び掛けて⾒えます。

「学たび」は、平成２１年にはじまり、今年で 9 回⽬。
9 ⽉ 12 ⽇（⽕）から 14 ⽇（⽊）までの三⽇間の⽇程
で、初⽇は乗政寺⼭墓地にある、下⽥歌⼦先⽣のお墓と平
尾家のお墓を参加者全員でお参りして下さいました。
岩村町の皆様は毎年、実践⼥⼦⼤学の学⽣さんと関係者
の皆様がこのようにお越し頂いていることをご存知でし
たか？
この「学たび」をはじめ、体験プログラムと特産品開
発のワークショップ、本年のひなまつりに、ミス実践⼥⼦
⼤学の郷⽥さんにお越し頂くなど、実践⼥⼦⼤学関係者の
皆様は、本当に岩村町を⼤切にして下さっています。
これを機会に実践⼥⼦学園をこれまで以上に⾝近に感
じて頂けたらと思います。

当町出⾝の下⽥歌⼦先⽣が創設された実践⼥⼦⼤学か
25 年間連続して開催され、次回でなんと 50 回を迎え
る「岩村町⺠ゴルフ⼤会」が、下記のとおり開催されます。 ら、学⻑と⼀緒に学祖の町を訪ねる「学たび」で、学⽣な
（申込⽤紙は、おって新聞折り込みなどで配布されます。） らびに関係者の皆様、総勢 34 名が岩村町を訪れました。

☆★☆

第 50 回⼤会の予定⽇等

☆★☆

10 ⽉ 17 ⽇（⽕）

（⽇時）

平成 29 年

（場所）

いわむらカントリークラブにて

報告：恵那市防災訓練岩村地区総合防災訓練
9 ⽉ 3 ⽇（⽇）、恵那市防災訓練岩村地区総合防災訓練が⾏
われました。
午前８時に、市内で最⼤震度６弱が観測されたとの想定で、
サイレンが鳴り、避難・⼈員把握訓練が実施されました。全
世帯 1,855 世帯のうち、1,177 世帯、1,932 ⼈の参加があり
ました。ご協⼒ありがとうございました。
避難訓練終了後は、各⾃治会で、消⽕栓訓練・消⽕器訓練
などが⾏われ、その後、午前９時から岩村地区全体防災訓練
として、恵那市⾚⼗字奉仕団岩村分団と⼥性防⽕クラブの皆
様による炊き出し訓練がありました。
その他、岩村町⾃主防災隊が家具転倒防⽌器具・⽕災報知

消⽕栓訓練（本町四丁⽬）

器の取付実践活動、消⽕器の設置を⾏いました。
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。
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。

⾚⼗字奉仕団岩村分団と⼥性防⽕クラブの皆様に
よる「炊き出し訓練」

１
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町⺠ソフトボール⼤会「⽯畑」優勝！！

8 ⽉ 14 ⽇（⽉）に岩村グラウンドで「第 63 回町⺠ソフトボール」が開催されました。
この⼤会は全町で交流を深めるためのスポーツ事業です。今年で 63 回⽬の開催となり、出場チームは 18 チーム（町
⺠約 400 ⼈）が参加しました。晴天の中、声を掛け合い楽しみながらプレーし、⽬を⾒張るような好プレーや爆笑を
誘う珍プレーも続出し、⼤声援の中試合は⼤変盛り上がりました。
■成績

優 勝
準優勝

⽯畑
新町⼀丁⽬

岩村町出⾝⽇本画家
曽我市太郎先⽣ が挿絵を⼿掛けた
福⾳館
科学の本

恵那南⾼校の取り組み紹介〜６次産業教育〜
◯収穫ネット設置作業

恵那南⾼校では魅⼒ある教育活動の⼀つとして、地域の特
産物である「栗」を素材とした６次産業教育を⾏っておりま
す。5 ⽉に草刈り作業、7 ⽉に夏季剪定作業、そして今回は
収穫ネット設置作業を⾏いました。

地球を旅する

⽔のはなし
岐⾩⼤学准教授
⼤⻄健雄著
が出版されました
「⽔⽂学」の本です。
「環境」を提唱した三好学博⼠に次いで⽔の循環の
話です。情緒豊かな⽂章と繊細な挿絵で進みます。
曽我先⽣からのメッセージ
「流れる⽔、冷たい雪、⽴ちのぼる湯気・・・⽔は
姿、かたちを変えながら、あらゆる場所を旅してい
ます。この本との出合いが、壮⼤な⾃然の営みに思
いをはせるきっかけとなる事を願っております。」

☆★☆

原画展を計画しています

☆★☆

（8/15 収穫ネット設置の説明）
8 ⽉下旬から栗の収穫が始まりますが、拾い集める作業を軽
減するために設置します。

◯美濃路の秋は｢栗きんとん｣

作業の前に恵那市栗栽培振興会会⻑である森川さんより
｢栗｣についての講義をしていただきました。栽培の歴史、栗
の品種、栗の⽣態、栗の収穫量等学びました。
ひがし美濃地域では 50 件を超えるお菓⼦屋さんが｢栗きん
とん｣をつくっています。

いわっこ元気だより！
今⽉は岩村こども園
わくわくちびっこまつり楽しかったよ！
（７／１４⽇）
「年⻑組になったら出来る！」と、⼩さい組の時から楽し
みに待った、わくわくちびっこまつり。畑で育てた野菜でカ
レーを作ったり、あまごつかみをしたり、年⻑ならではの思
い出深い体験を沢⼭することができました。宝探しでは、み
んなで集めた地図を張り合わせると、何と巻物のありか
が・・・遊戯室の迷路を通って、巨⼤蛸を倒したり、ワニの
いる川を丸太につかまって渡って、みんな無事に海賊親分に
会うことが出来ました。⼤きな声で名前を⾔うと、かっこい
いペンダントが掛けて貰え、⼤喜びの⼦ども達でしたよ。こ
の⽇は、時々⾬が降ったものの年⻑さん 50 名は、役員さん
や先⽣達と、わくわくドキドキした、楽しい⼀⽇を過ごすこ
とができました。夜には、⼩さい組の⼦も⼀緒に打ち上げ花
⽕を楽しんだね。

いわっこクラブ活動紹介

キラキラ☆イルミネーション作り

8 ⽉ 2 ⽇（⽔）夏休み活動第 2 弾は「キラキラ☆イルミネーショ
ン作り」でした。12 ⽉に⾏なわれる富⽥トラクターイルミネーシ
ョンの会場で展⽰する為に、⽜乳パックを使ってランプシェードを
作りました。⽜乳パックをハサミで切るのは硬くて時間がかかりま
したが、頑張って上⼿に切れました。⾊ぬりでは、クリスマスらし
い柄や⾊を考えて、⼦どもたちのアイデアが輝いていました。トラ
クターイルミネーションでは、作品がどんな⾵に飾られるのか楽し
みにしていて下さいね。
8 ⽉ 28 ⽇（⽉）夏休み活動第 3 弾は、恵那南⾼校のギターマン

キラキラ☆イルミネーションづくり

ドリン部 6 名と吹奏楽部 24 名の⽣徒さんたちによる「真夏の夜の
⾳楽会」が開催されました。曲⽬はアンパンマン・森のクマさんな
ど誰もが知っている曲や、やってみよう・また君に恋してるなど⼤
⼈向きの曲もあり、リズムに乗って⼿拍⼦をし、会場が⼀つになり
ました。曲に合わせた楽器紹介もあり、初めて⾒たり、聞いたりす
る楽器にみんな興味津々で、いろいろな楽器の⾳の重なりは素晴ら
しいと感じる時間でした。
「⽣の⾳楽を聴かせてあげたい」といういわっこクラブ実⾏委
員会の思いから始まって、岩⾢⼩学校 PTA、城下町ホットいわむら
の皆さんのご協⼒により当⽇は、⼀般の⽅も含め 200 名以上の来
場で⼤盛況でした。また、来年も素敵な⾳楽にふれる機会があると
いいですね。恵那南⾼校のみなさん！ありがとうございました。
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）

真夏の夜の⾳楽祭

専⽤ダイヤル

090-4400-0771

恵那市観光協会岩村⽀部からのお知らせ

「臨時観光案内所」を設置!!（⼟・⽇）

⼀時移転した旧岩村振興事務所に

観光協会岩村⽀部では、７⽉３１⽇（⽉）に岩村振興事務所が
岩村コミュニティーセンター内へ⼀時移転し、閉鎖されている旧
岩村振興事務所に、９⽉９⽇（⼟）より、⼟・⽇のみですが「臨
時観光案内所」を設置しています。
これから観光シーズンを迎えますが、⾞で岩村を訪れる観光客
は旧岩村振興事務所の駐⾞場に駐⾞することが圧倒的に多く、臨
時観光案内所として観光ガイドを常駐させ、気持ちよく散策して
いただくため、⼟⽇のみですが、⽞関軒下にテーブルを置き、パ
ンフレット等を並べ、観光客の利便性を図っています。

東京の旅⾏社との個別商談会で岩村をアピール!!
観光協会岩村⽀部では、９⽉７⽇(⽊)東京「メルパルク東京」において東京の旅⾏社との
岐⾩県東京個別商談会に参加しました。商談では、楽天、ＨＩＳ、クラブツーリズム、⽇本
旅⾏、⽇通旅⾏などの旅⾏社を相⼿に、今が旬の岩村の観光資源や観光情報を説明し、来春
以降のツアー客の誘致に向けてアピールしました。
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.39

〜岩村城⼀の⾨にはすごく短い登り⽯垣がある〜

お城の登り⽯垣をご存じですか。敵が⼭の斜⾯を横⽅向に移
動するのを防ぐため、⾼さ数ｍの⽯塁を、通常の⽯垣のように
等⾼線と平⾏にではなく直⾓に築いたもので、その名のとおり
⽯垣が⼭の斜⾯を登っているようにみえます。⾒た⽬は猪垣の
ような感じでしょうか。
豊⾂秀吉の朝鮮出兵のときに⽇本の武将が築いた倭城で発
達し、その後の近世城郭に取り⼊れられました。倭城では、⼭
の上の主郭と麓の町や港を⼀体のものとして防御するために
⻑⼤な登り⽯垣が築かれました。
国内の城では、伊予松⼭城、彦根城が有名です。伊予松⼭城
では⼭頂の本丸と⼭麓の⼆ノ丸（⽐⾼差は約90ｍ）が２本（現
存は１本）の登り⽯垣で結ばれ、⼀体のものとなっています。
彦根城では、⼭頂と⼭麓を結んで５本の登り⽯垣が設けられ斜
⾯を移動されないようにしています。
実は、岩村城にも登り⽯垣と同じ役割を果たしている⽯垣が
１個所、藤坂の⼤⼿⼀の⾨の脇にあります。総延⻑わずか５ｍ
とものすごく短いのですが、等⾼線と直⾓に斜⾯に築かれ、敵
の横⽅向の移動を阻⽌するという機能は同じです。
図をご覧ください。⽮印のところ、⾨の左脇に下に向かって
延びる細⻑い⽯塁がありますね。これがそうです。 ⼀の⾨は、
櫓⾨と左横の多⾨櫓で厳重に守られていますが、⼟塀の真下に
享保絵図に描かれた一の門と現在の登り石垣
取り付くと死⾓になってやすやすと⾨に近づけてしまいます。
（写真中央）。
また、鉄砲狭間の数には限りがあり、⼀度に⼤勢の敵が⾨にと
斜面を遮断していることが分かる
りつくと守り切れません。そこで、⾨の横に登り⽯垣を置くこ
とで横から敵が近づけないようにするとともに、⾨前の通路を狭くすることで⾨に向き合う敵の数を限定しているの
です。実際に現地に⽴ってみると横に４〜５⼈並ぶといっぱいになってしまいます。しかも、道がＬ字形に曲がって
いるので、映画などでよく⾒る、太い丸太を扉にぶつけて⾨を破るといったことも難しいでしょう。
⼀の⾨は、⼩さな登り⽯垣をひとつ付けることによって、難攻不落の⾨になっているのです。
（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。
◯美容・健康トレーニング
（⼀回５００円）･･･予約不要
９⽉２７⽇(⽔) １３：３０〜１５：００
１０⽉１１⽇(⽔) １３：３０〜１５：００

福祉センターへ
ご来館ください！

◯毎週⽕曜⽇には、「親⼦遊びの場」の開設
９⽉１９⽇(⽕) 歌って・踊って遊ぼ
１０⽉ ３⽇(⽕) おやつ作り
◯いっしょにいこまい会（五平餅作り）
９⽉２９⽇(⾦) １０：３０〜１２：３０
要予約（昼⾷有ります）参加費 ３００円
※岩村町にお住まいのおおむね６５歳以上
の⽅なら参加できます。
◯岩村⽀部

ふれあいサロン交流⼤会

（⼩板マジック・腹を抱えて笑いました！ 7.21）

去年⼤好評だった『劇団さむらい』が１０⽉２０⽇（⾦）
⼊場料は無料です、是⾮ご来場ください。

サロン交流⼤会にやってきます、

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

〜PTA ⾏事の夏まつり〜
7 ⽉ 29 ⽇(⼟)に、当校にて PTA ⾏事の夏
まつりを開催しました。
今年も、夏まつりの開会セレモニーに、岩
村城⼥太⿎の皆さんに演奏いただき、華やか
な雰囲気の中で夏まつりをおこなうことがで
きました。
城下町ホットいわむらの皆様にご協⼒いただいたフライドポテト
等の⾷べ物バザーや遊びのコーナー等では、当校児童⽣徒や家族、地
域の皆様の⽅々とふれ合うことができ、学校関係者⼀同感謝しており
ます。ありがとうございました。
また、同⽇⾏われました「城⼭清掃」に今年度も⾼等部⽣徒及び職
員約 50 ⼈が参加させていただきました。
今後も、地域の皆様にご理解とご⽀援をいただきながらよりよい学
校を⽬指していきたいと思います。

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION

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

恵那市⺠講座（後期）の受付開始

10 ⽉から始まる後期市⺠講座において、９⽉９⽇(⼟)
午前９時より岩村コミュニティセンターにて受講申込み
の受付を開始しました。
※詳しくは恵那市⺠⼤学ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ恵那三学塾後期
2017、⼜は恵那市⽂化の窓ホームﾍﾟｰｼﾞをご確認くださ
い。多くの皆様の参加をお待ちしております。

ロビーコンサート

《沖縄カンカラ三線発表会＆コンサート》

10 ⽉ 1 ⽇（⽇）
、岩村コミュニティセンター⼤ホールにて
午後 2 時より⼊場料無料にて開催いたします。皆さまのご
来場をお待ちしております。

公⺠館周辺の清掃作業実施予定

お礼：
「地域会」活動実施

辺の清掃作業を実施します。

して、恵那南⾼校と恵那特別⽀援学校の⽣
徒の皆様により、岩村コミュニティセンターのトイレ掃除、
床磨き、駐⾞場の草取りをして頂き⼤変きれいになりまし
た。ありがとうございました。

９⽉１７⽇（⽇）朝７時３０分から公⺠館駐⾞場や周

⽂化振興会岩村⽀部会員・岩村福祉センター職員・岩村
診療所職員の皆様には協⼒をよろしくお願い致します。

8 ⽉２９⽇（⽕）地域に恩返しをする「地域会」と

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 17 ⽇（⽇）公⺠館周辺清掃・沖縄カンカラ三線

９⽉ 20 ⽇（⽔）年⾦相談所・くわのみカフェ

９⽉ 26 ⽇（⽕）⼈権相談

９⽉ 28 ⽇（⽊）みんなで・歌いましょう！

９⽉ 30 ⽇（⼟）⽒⼦総代会・市⺠講座後期受付終了

10 ⽉ 1 ⽇（⽇）コミセン ロビーコンサート

10 ⽉ 3 ⽇（⽕）おもしろ歴史講座

10 ⽉ 5 ⽇（⽊）家庭教育学級いわむら（岩村消防署⾒学）・古布で素敵にリフォーム

10 ⽉ 6〜8 ⽇（⾦〜⽇）⽒⼦総代会・そば打ちにチャレンジ・伊⾖市交流会

10 ⽉ 11 ⽇（⽔）優雅にフラダンス

10 ⽉ 12 ⽇（⽊）結婚相談所

10 ⽉ 13 ⽇（⾦）無料法律相談所

10 ⽉ 14 ⽇(⼟) 「ぴんしゃん・デュークズウォーキング」・ダンボールコンポスト講座・⾔志四録講読会
10 ⽉ 15 ⽇（⽇）オープンカレッジ

図書室から新刊の紹介
花散る城 喜安幸夫
稲穂実る東美濃・岩村の地に、美貌の⼥性が輿⼊れした。
信⻑の叔⺟、おつやの⽅。武⽥勢を抑えるための政略結婚であった。
「この地に根
づきたい」と願うおつやだが、戦国乱世の城に平穏はない。相次ぐ存亡の危機に
際し、岩村城を守るための政略を巡らす度に、逆に数奇な運命に巻き込まれてい
く。
⼤河ドラマで話題の戦国⼥城主、もうひとりの傑物、おつやの⼈⽣を描く。
その他にも新刊が⼊っております。ご利⽤ください。
◯ÅⅩ アックス （ 伊坂幸太郎 ）
◯⾼校⼊試 （ 湊かなえ ）
◯⾵と共にゆとりぬ （ 朝井リョウ ）
◯インデックス （ 誉⽥哲也 ）
◯⽉の満ち⽋け （ 佐藤正午 ）
◯散り椿 （ 葉室麟 ）
◯我らがパラダイス 林真理⼦
◯光 三浦しをん
◯それでもこの世は悪くなかった 佐藤愛⼦

【岩村町の⼈⼝】

