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中京テレビアナウンサー松原朋美さん 園児とともに岩村本通りで交通安全運動

中京テレビアナウンサー
松原朋美さん

12 ⽉ 13 ⽇、恵那警察署の⼀⽇警察署⻑となった中京テレビのアナウンサー松
原朋美さん（中津川市出⾝）が、岩村⼦ども園の園児らとともに、年末の交通安
全県⺠運動（12 ⽉ 11 ⽇から 20 ⽇まで）に合わせて、岩村町本通りで交通安全
を呼びかけました。
松原⼀⽇警察署⻑は、岩村本通りの⻄町庚申堂前で⼀⽇警察署⻑就任のあいさ
つをした後、岩村⼦ども園の園児らと共に岩村本通りの店舗などを訪問しました。
園児らは「安全運転をお願いします」などの掛け声と共に、啓発チラシなどを配
り歩きました。
ずいぶんと寒くなってきました。道路の凍結など、⾞の運転にはいつも以上に
注意を払いましょう。すがすがしく新しい年を迎えるためにも、安全運転を⼼が
けましょう。
佐藤⼀斎

今⽉のひとこと（12 ⽉）

⼀斎先⽣が⾔われました。
「⼈間の体は年寄りと若い⼈の別ははっきりしているが、⼼には⽼若のちがいはない。体の元気
さには⽼若の差があっても、⼈間が正しく⽣きる道である道理を知っているかいないかは⽼若の
差ではない。年寄りだからとか若いからということのない⼼で⼈として皆が幸せに⽣きられる道
理を⾝につけたいものだ」。
（⾔志耊録より）NPO 法⼈いわむら⼀斎塾

2017 いわむら城下おかげまつりアンケート（アンケート総数 231）
11 ⽉５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 40.7％ ⼥性 59.3％ （年齢）20 歳未満 16.8％ 20 代 4.7％ 30 代 12.5% 40 代 13.8％
50 代 17.2％ 60 代 20.3% 70 代以上 14.7%
（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
不明

（２）お住まいの地域

39.4%
16.1%
9.7%
34.3%
0.5％

岩村町
恵那市
その他(岐⾩県)
その他

（３）おかげまつりを何で知りましたか
25.1%
28.5%
23.8%
22.6％

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
63.9%
必ず来たい
58.8%
楽しかった
30.0%
機会があれば来たい
36.4%
普通
3.0%
どちらでもない
1.3%
あまり楽しくなかった
0.5%
あまり来たくない
0.0%
楽しくなかった
0.0%
来たくない
0.5%
不明
2.6％
不明
3.0％

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
◯天気だったから良かった。悪いはなし。
◯⼦供の体験のブースがなくなったような・・・
◯こんな素敵な町並みがあるとは知らなかったです。
◯地域のみなさまの温かさ、ふれあいやイベント等とても楽しかった。
◯スタッフの⽅が、感じがよかった。
◯地元でしか買えない物が買えてうれしかったです。
◯以前より出店が少なくて寂しかった。
◯今回は朝ドラの看板等楽しめた。
◯来年もまた来ます。地域のふれあい、みなさまも温かく楽しかった。
◯⾷べ物がうまい。◯景⾊がいい
◯他市町村からお店が出ていてとても活気があり楽しいです。
◯特産品が安い。町並みがいい。
◯古い家が興味深かった。◯イベントがいっぱいで楽しかった。
◯親切な地元の⽅に恵まれた楽しく良い思い出になりました。
◯安くておいしいものやフリーマーケットをぶらりと⾒て楽しかった。
◯WC がわかりづらい。BGM とか少し流しておくともっといいかも。
◯町全体で⾳楽を流せばもっと盛り上がるのでは。
◯⾊々な店、催しが楽しかった。
◯こども横丁では、⼦供が楽しんでいた。
◯普通のおまつりとは違った変わったイベントがよかった。
◯⾒るところやイベントがたくさんあってよかった。
◯ゴミ箱が少ない。⾊々⾷べ物が安くていい。もっと農産物を売ってほしい。
◯空きスペースいっぱい。うまるといいですね。
◯地域の皆さんがとても楽しそうにしていたところがよかった。とても親切
でした。
◯地元で⼀⽣懸命おまつりを盛り上げようと⼈々がいいと思いました。
◯にぎわっていてよかった。地域の⽅が出店されていてよかった。

16.5%
24.5%
25.0%
3.9%
30.1％

2018 いわむら城下町のひなまつり情報
〜ボランティアスタッフ⼤募集〜

平成 30 年 3 ⽉ 1 ⽇（⽊）から 4 ⽉ 3 ⽇（⽕）までの
1 ヶ⽉間、春の恒例⾏事となった「いわむら城下町のひ
なまつり」を開催します。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。構想委員
会では、⼀緒にひなまつりを盛り上げたい⽅やお⼿伝い
をして下さる⽅を募集しています。
連絡先：岩村振興事務所 宮川まで 電話 43-2111

お知らせ：ねんどびなづくり

3 ⽉ 1 ⽇からはじまる、
「いわむら城下町のひなまつり」
で町並みに飾る「ねんどびな」を作りませんか？
作ってもらった作品は、ひなまつり開催期間中に来ても
らったみなさんに選んでもらうコンテストを⾏います。コ
ンテストでえらばれた作品を作ってくれた⼈にはプレゼ
ントがあります。家族やお友達を誘ってみなさんで来てく
ださい。

2018 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】
⽇にち

曜⽇

イベント

3⽉4⽇

⽇

オープニングイベント

11 ⽇

⽇

がんどうちラリー

18 ⽇

⽇

24 ⽇

⼟

25 ⽇

⽇

恵那・岩村まちなか市
ひなのクラフトフェア
宵のひなまつり
着物で逢いましょう！！
いわむら城下町⾳楽祭

（⽇にち）平成 30 年
（時

1 ⽉ 27 ⽇（⼟）

間）13：30〜15：00

（場 所）岩村コミュニティセンター⼤ホール
イベントの詳細は、決まり次第順次お知らせいたしますの （参加費）無料 ※申込み不要
で、どうぞご期待ください！！
（主 催）いわむら城下町のひなまつり賑わい構想委員会

世界初！⼥性 RALLY L1 RALLY in 恵那

お知らせ：岩村藩 ⼑剣・⽕縄銃企画展

JAF 公認の⼥性限定ラリーで、世界初の開催となり、沿
道の応援を含め約 8000 ⼈がラリーを観戦に訪れました。
（スタート・ゴールは⼥性 RALLY ⼤会にふさわしく「⼥
城主の⾥」岩村町）
全国各地から 39 台がエントリーし、市内を疾⾛、全⾞
が無事完⾛を果たしました。
また、懐かしのクラシックカー25 台が集まり、恵那市
役所や岩村町本通り、岩村コミュニティセンターでパレー
ドや展⽰が⾏われ、観客の⽬を引きました。

（期 間）平成 30 年
⽉
⽇（⽇）まで
（時 間）9：30〜16：00
（休館⽇）⽉曜⽇（祝⽇と重なった場合は翌⽇）
（料 ⾦）⼀般 300 円、シルバー（65 歳以上 200 円）、
⾼校⽣以下無料
（展⽰品）⼑剣、⼑装具、⽕縄銃等
（問い合わせ）岩村歴史資料館 0573-43-3057

11 ⽉ 26 ⽇（⽇）、恵那市で L1RALLY in 恵那 2017 が
開催されました。

岩村歴史資料館では、市指定⽂化財である尾張 5 代信
⾼の⾨⼈の藤原信昌が制作した⼑や槍をはじめ、岩村藩
に伝わる⽕縄銃などを展⽰しています。
また、⽇本⼑の所持や⼿⼊れに関するご相談も受け付
けていますので、お気軽にお越しください。
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けいなんイルミネーションスタンプラリー
イルミネーションを⾒てプレゼントを GET しよう！

トラクターイルミネーション in 富⽥
12 ⽉２⽇（⼟）３⽇（⽇）、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
12 ⽉ 15 ⽇（⾦）から１⽉
ことやろまいか！！とみだ）が開催され、トラクターや周
18 ⽇（⽊）まで、岩村・明
辺道路などがたくさんの電球で華やかに彩られました。
智・⼭岡・上⽮作の４会場で、
イルミネーションが設置さ
れています。
今年は、全会場をめぐってスタンプを集めると、抽選で
10 名様に素敵な商品が当たるスタンプラリーを開催中！
応募ハガキは、先⽇新聞折込されたほか、恵那市恵南商
⼯会岩村⽀所で受け取ることができます。

【主催】恵那市恵南商⼯会⻘年部
【問合せ】電話 54-2902 （恵那市恵南商⼯会）

実践⼥学園だより

2 ⽇は、JAZZ の⽣演奏や⼤道芸⼈のパフォーマンスが、
来場者を楽しませました。

実践⼥⼦学園各校の学園祭「常磐祭」
「ときわ祭」を開催しました

実践⼥⼦⼤学・実践⼥⼦⼤学短期⼤学部の
学園祭である「常磐祭」と、実践⼥⼦学園中
学校⾼等学校の⽂化祭である「ときわ祭」が
10 ⽉、11 ⽉に⾏われました。
「常磐（ときわ）
祭」は、現在の渋⾕キャンパスの明治時代の
旧地名が“常磐松（ときわまつ）”であったこと
にちなんだ名称で、⼤学・短⼤は今年で 61
回⽬、中⾼では 65 回⽬の開催となりました。
⼤学・短⼤の「常磐祭」では、ステージ発

中⾼「ときわ祭」

中⾼「ときわ祭」

表、模擬店、展⽰、講演会、また下⽥歌⼦先
⽣や実践⼥⼦学園の歴史についてのパネル展
⽰が⾏われ、両キャンパス合わせて約 8,800
名のお客様が来場しました。中⾼の「ときわ
祭」は、あいにくの悪天候の中での開催とな
りましたが、部活ごとの発表や作品の展⽰、
各クラスの催しものなどが⾏われ、こちらも
⼤変多くの⽅にご来場いただきました。

⼤学・短⼤「常磐祭」
（渋⾕キャンパス）

⼤学・短⼤「常磐祭」
（⽇野キャンパス）

実践⼥⼦学園は、岐⾩県岩村町出⾝の下⽥歌⼦先⽣が「⼥性が社会を変える、世界を変える」との信念のもと、
1899 年（明治 32）年に創⽴されました。現在は、東京都渋⾕区、⽇野市の 2 キャンパスで、⼤学、短期⼤学部、
中学校⾼等学校の学⽣・⽣徒約 6300 名が学んでいます。

いわっこ元気だより！

今⽉は

岩村こども園

秋は実りがいっぱい！
秋は実りがいっぱい。こども達が春に植
えた作物の収穫を喜ぶ季節です。
作物や野菜を収獲するまでには、畑の草
を取ったり、⽔をやったりと仕事がいっぱ
い。そんな時をみんなで頑張って来ての収
獲は、尚更嬉しいものです。⼜、地域の⽅
に応援して貰ってさつま芋堀りやハロウ
ィンの⾏事もみんなで楽しむ事が出来、あ
りがたく思っています。季節の流れの中で
こうした⾏事を経験しながらこども達は、
教科書こそ無いけれど本当に沢⼭の学び
を⾝につけます。
ちょっとえらい事もみんなで頑張ると
嬉しい時が待っている！そんな経験は、こ
れからのこども達の⽣きる⼒になってい
くことを確認し合いながらの⽇々です。
平成３０年から新教育・保育要領も変わ
り、乳幼児期の遊び＝学びの⼤切さが全⾯
に出てきます。今まで以上にこども達の⼒
を引き出せる様な⽣活を創っていきたい
と思います。

ハロウィン

地域のみなさんと

焼き芋

落花⽣

いわっこクラブ活動紹介
【第 11 回 おかげまつり

みんなで作った商品を販売してみよう！】

11 ⽉ 5 ⽇（⽇）の活動は、おかげまつり⼦ども横丁にブースを出
展しました。活動内容はショップの店員さんになって商品を販売する
ことと、ポン菓⼦体験でした。商品は 9 ⽉のクラフト活動の時に作っ
たクリスマスオーナメントとキットの販売で、始めは⼾惑っていまし
たが慣れてくると呼び込みの声掛けをしたり商品の説明をしたりでき
るようになり、買ってもらえるととてもうれしそうにしていました。
ポン菓⼦体験ではたくさんのお客さんが並んで待っている中、テキパ
キと⼿伝っていました。みんなとってもステキな店員さんでしたよ。
多くの⽅々のおかげで貴重な体験が出来たことに感謝しています！
【第 12 回 軽スポーツ体験！】
11 ⽉ 13 ⽇（⽉）の活動は、恵那市スポーツ推進委員連絡協議会の
皆さんを講師に招き、スポーツ吹⽮・なげわ・ディスクゴルフ・スト
ラックアウト、この 4 つの軽スポーツ体験をしました。
コツをつかむと、⼦どもたちはあっという間に楽しさを⾃分のもの
にしていました。最後に講師の先⽣が、
「ボールを投げるときに右⼿右
⾜が⼀緒に出る⼦が何⼈かいました。お家でもキャッチボールなどし
て正しいボールのなげ⽅などを教えてあげて下さい。そうすることで
親⼦のコミュニケーションもとれますよ！」と話して下さいました。
次回はどんなスポーツ体験が出来るのかな？と、今からワクワクし
ています！
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

恵那市観光協会岩村⽀部からのお知らせ
再び参城『お城ＥＸＰＯ 2017』
１２⽉２２(⾦）〜２４⽇(⽇)

横浜みなとみらい２１「パシフィコ横浜」
12 ⽉ 22 ⽇(⾦)から 24 ⽇(⽇)までの３⽇間、横浜市のみな
とみらい２１「パシフィコ横浜」で開催される「お城ＥＸＰＯ
2017」に昨年に引き続き今年も参城します。
国宝５城をはじめ、名だたるお城と⼀戦を交え、岩村城のＰ
Ｒをしてきます。今回は、“続⽇本１００名城”となり、本年９⽉、
「岩村城跡・岩村城下町」と共に「岐⾩の宝もの」に認定され
た苗⽊城跡、美濃⾦⼭城跡も参戦し、
『ひがしみのの⼭城』とし
て連携してまいります。ＮＨＫ⼤河ドラマ「おんな城主 直⻁」、
歴史秘話ヒストリア「戦場の花嫁〜愛に⽣きた⼥城主」、そして
来年春の朝ドラ「半分、⻘い。」のロケ地として新しい観光資源
もでき、旅⾏社からの問い合わせも増え、今もっとも旬の観光
スポットになりつつあります。⻄町⼀丁⽬の“⻄町ふくろう商店
街”のように、受⼊態勢も整えていきたいと思います。
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.42

〜武断から⽂治へ 丹⽻家墓地の移り変わり〜
岩村藩の菩提寺は特別⽀援学校体育館のあたりにありまし
た。その裏⼭である乗政寺⼭には、松平家乗、丹⽻家歴代の
墓所、藩⼠の墓地が並んでいます。このうち、家乗の墓につ
いてはこの連載の４回⽬（平成26年3⽉号）で紹介しました。
今回は、1638年に松平乗寿に替わって岩村藩主となった丹⽻
家歴代の墓所を紹介します。
２代⽒定の墓
丹⽻家墓所は、⼭の頂の松平家乗墓所を⾒下ろす位置にあ
ります。家乗の頭を押さえるように設けたのは、前藩主松平
⽒に優る威勢を⽰すためであったかもしれません。
墓所には、初代⽒信から４代⽒明までの歴代藩主とその家
族の墓が建ち並んでいます。このうち⽒信（1646年没）・２
代⽒定（1657年没）
・⽒信の⺟（1642年没）の墓は⽅形の⽯
積みの基壇になっています。この上には、はじめは位牌を納
めるお堂（御霊屋・霊廟）が建てられていましたが、1726
年に撤去されて今の⼩さな⽯塔が建てられました。なお、⽒
３代⽒純の墓
信、⽒定はいずれも江⼾でなくなり⽕葬にされています。
これに対して、３代⽒純（1674年没）、４代⽒明（1686年没）の墓は、⾼さ２ｍ以上の⼤きな⽯塔が建てられてい
ます。周囲は⽯垣で囲われており、もともとは板塀が巡らされていました。⽯塔の背後には、⽒純墓は⼟饅頭、⽒明墓
は⽅形の⽯組みがあり、遺骸はこの下に埋葬（⼟葬か？）されていると思われます。
どうやら17世紀後半に埋葬の形式が⼤きく様変わりしているようです。実は、⼟葬にして⽯塔を建てるという墓の形
は、儒教の葬制を取り⼊れたものです。
17世紀後半は、徳川４代将軍家綱、５代将軍綱吉の治世にあたります。島原の乱（1637年）を最後に⼤きな戦いが
なくなり、政治の有り様が軍事優先の武断政治から⽂治政治へと⼤きく転換した時期にあたります。⽂治政治の思想的
な柱は、主君や⽗⺟への忠孝を説く儒教でした。有名な⽣類憐れみの令はそれがいきすぎた例です。丹⽻家の墓が３代
⽒純から儒教形式となったのは、こうした時代の変化を反映したものだったのでしょう。
（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。

◯美容・健康トレーニング（⼀回５００円）
※予約不要
１２⽉２７⽇(⽔) 13:30〜15:00
１⽉２４⽇(⽔) 13:30〜15:00
１⽉３１⽇(⽔) 13:30〜15:00
２⽉１４⽇(⽔) 13:30〜15:00

今年はお世話にな
りました。来年も宜
しくお願いします。

◯毎週⽕曜⽇は、「親⼦遊びの場」の開設
１２⽉１９⽇(⽕)
１⽉ 1６⽇(⽕)
１⽉２３⽇(⽕）
１⽉３０⽇(⽕）
２⽉ ６⽇(⽕)
２⽉１３⽇(⽕)

歌って遊ぼ
おやつ作り
リズム遊び・読み聞かせ
歌って遊ぼ
おやつ作り
リズム遊び・読み聞かせ

親⼦遊びの場（29.11.21）

◯いっしょにいこまい会

★新年会
１⽉１９⽇（⾦）10:00〜 岩村福祉センター 会費１，０００円
★いっしょにいこまい会 餅花作り ２⽉１６⽇（⾦）10:30〜 岩村福祉センター
※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。

会費３００円

福祉センターの年末・年始のお知らせ
１２⽉２９⽇（⾦）〜１⽉３⽇（⽔）まで窓⼝業務をお休みさせていただきます。
ご迷惑をかけますが、宜しくお願いいたします。

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

〜知新祭〜

11 ⽉ 10 ⽇（⾦）11 ⽇（⼟）に、当校の学校祭である『知新祭』を⾏いました。
児童⽣徒による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。岩村町の皆さんを中⼼とした地域の⽅々にもたくさんお越しいただき、
今年も盛⼤に⾏うことができました。
ご多⽤の中ご来場いただき、ありがとうございました。
【知新祭のステージ発表の様⼦と、喫茶コーナーの様⼦】

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION

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

◯ちょっと昔の岩村を勉強しませんか？
案内ポイント集（市⺠三学委員会作成）を使って、昔のことを語り合いましょう。
【⽇時】 平成 30 年１⽉ 25 ⽇（⽊）13 時 30 分から

【場所】 勝川家

【主催】 市⺠三学地域委員会

◯下⽥歌⼦賞式典が開催されました
「第 15 回下⽥歌⼦賞 表彰式・記念ｲﾍﾞﾝﾄ」
が開催され募集テーマ「志」－夢・願い－と題
しエッセイ・短歌の各部⾨で表彰式が⾏われま
した。
会場前では恵那農業⾼等学校さんが育てたシ
クラメンや蘭の花が彩りを添える中、特別ゲス
トとして実践⼥⼦学園卒業⽣であり、元タカラ
ジェンヌ男役スター初⾵ 緑⽒による記念トー
クショーを開催。多数の来場者と地域の皆様の
ご協⼒の中、滞りなく⾏われました。

岩村コミュニティセンター

乳幼児期の家庭教育学級

図書室より

年末年始、暖かいお部屋で本を読んでみませんか？
⽇頃の疲れを取りながらリラックスして読書してみる
のもいいかもしれませんよ！
絵本を借りてくれたお⼦様には⼿作りおもちゃをプレ
ゼント！ご来館お待ちしています！

クリスマス会を開催しました

「良い⼦のところにサンタさんがやってくる」と題しク
リスマス会を開催しました。
当⽇は親⼦で⼈形劇を⾒たあと⼦ども達お待ちかねの
サンタさんが登場！！
みんなそれぞれプレゼントをもらいました。

平成２９年１２⽉ 1 ⽇現在の⼈⼝・世帯表

岩村コミュニティセンター

年末・年始休館について
12 ⽉ 29(⾦)〜1 ⽉ 3(⽔)まで

総数

5,015 ⼈

（▲4）

〈▲83〉

男性

2,424 ⼈

（▲5）

〈▲35〉

⼥性

2,591 ⼈ （＋１） 〈▲48〉

世帯

1,864 世帯 （＋３）

〈＋７〉

（ ）内は前⽉との⽐較〈 〉は前年 12 ⽉⽐

乳幼児期の家庭教育学級いわむらからお知らせ【募集】
平成 30 年 2 ⽉ 1 ⽇（⽊） 岩村の先⼈ 第 2 段！！【下⽥歌⼦を学ぼう】 です
下⽥歌⼦著 現代語訳「⼥⼦の修養」より現代のお⺟さんへ伝えたい⼦育てのお話をしていただきます。
講師は NPO 法⼈いわむら⼀斎塾 鈴⽊隆⼀さん。
申込み制といたします。下記のとおり必要事項を記⼊の上 1 ⽉ 25 ⽇までに岩村コミュニティセンターへ提出してくだ
さい。※当⽇、資料代として 300 円をご持参ください。
申込書 （切り取り線）

保護者の⽒名【
お⼦様の名前【

】 電話番号【
年齢：

】
【

】 地区名【
年齢：

】

】

