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広報いわむら

ホットいわむらだより

＊渡辺翔哉さん 全国高校駅伝大会 出場！
＊連続テレビ小説 半分、青い。 4/2～
＊伊藤一樹さん名古屋城本丸御殿で個展
＊実践女子学園だより ミス実践 小数賀さん来町

いわむら城下町のひなまつり 3/4

オープニングイベント

3 ⽉ 1 ⽇（⽊）から４⽉３⽇（⽕）までの１ヶ⽉間にわたり、城下町とその周辺 110 ヵ所に総数にして約 3,500
体の様々なおひなさまが展⽰される「いわむら城下町のひなまつり」が開催されます。
ひなまつりが開催される３⽉の⽊村邸ほか観光５施設の⼊場者数は、平成 23 年が 6,168 名でしたが、平成
29 年は 28,448 ⼈と、⼤変多くの⽅に訪れて頂けるようになりました。
３⽉４⽇（⽇）にはオープニングイベントが開催され、岩村町出⾝の下⽥歌⼦先⽣が創設された実践⼥⼦⼤
学から 2017 ミス実践⼥⼦⼤学の⼩数賀さんが来場されます！
佐藤⼀斎

今⽉のひとこと（３⽉）

⼀斎先⽣が⾔われました
「岩村の春は酒蔵開きと城下町のひな祭りで始まるな。町の内外から⼤勢の⼈が来てくれ、ま
ちなかは賑やかになり熱気が溢れそれまでの凍えるような寒さを忘れさせてくれるな。
『酒は⽶
や⻨など穀物のエネルギーを原料にしたものだから、少し飲めば養⽣にとてもよいが、飲み過
ぎるのはよくないよ。』
（⾔志録）」
【NPO 法⼈いわむら⼀斎塾】

「いわむら城下町のひなまつり」

平成 30 年 3 ⽉ 1 ⽇（⽊）〜4 ⽉ 3 ⽇（⽕）
主催：いわむら城下町のひなまつり賑わい構想委員会
共催：城下町ホットいわむら、恵那市恵南商⼯会⼥性部岩村⽀部、
恵那市観光協会岩村⽀部
今年も約 1 ヶ⽉の間、城下町に約 3,500 体のおひなさんが飾られ
ます。他にもがんどうちラリーやクラフトフェア、宵のひなまつり等
様々な楽しみ⽅ができるひなまつりに是⾮ご来場ください。

今年のテーマ「ほっこり 今を感じて」
町内各所に飾られる江⼾後期から明治時代の古（い
にしえ）のおひな様や町の⼦どもたちが作ったねん
どびな等、昔と今のおひな様の時の流れを感じなが
らのんびり⾒てほっこりしていただきたい。（癒や
されてほしい。）という思いで様々なイベント企画
しました。

☆3 ⽉４⽇（⽇）
●オープニングイベント 11：00〜
メインステージ（⻄町庚申堂前）
・岩村城⼥太⿎ ・⻑久⼿雅楽愛好会による雅楽の演奏 ・下⽥歌⼦が創設した実践⼥⼦⼤学からミス実践が来場。
・ミナモ with 恵那のゆるキャラと⼀緒にミナモダンスを踊ろう！
●⼥城主のなべまつり 11：00〜14：30 本町五丁⽬駐⾞場
地元⾷材を活かした５種類の鍋をご⽤意（１杯 200 円 なくなり次第終了）
●ひなまつりストリートライブ 1０：00〜1６：０0 岩村駅前
いつものまちなかに⾳があふれ⼈が集まる。⼼が躍る♪アーティストライブ！！
☆3 ⽉ 1１⽇（⽇）
●がんどうちラリー 10：00〜1５：00
旧岩村振興事務所受付（受付 12：00 まで） 参加費 500 円 先着 200 名
城下町を歩きお雛様のお供えのお菓⼦がもらえるラリー。合い⾔葉は「おひなさまみせて〜」
●旧家のだんらん 10：00〜16：00
勝川家 ⾳楽を聴きながら各種ワークショップもお楽しみいただける旧家イベント お菓⼦まきもあるよ！
☆３⽉ 18 ⽇（⽇）
●恵那・岩村まちなか市 9：30〜15：00
フリーマーケットに物品販売、飲⾷ブースが今年も城下町に並びます。
●ひなのクラフトフェア 9：30〜15：00
⽊⼯、陶磁器、布⼩物、ガラス⼯芸、雑貨、アクセサリー、書画などのブースが出展します。
すてきな作品を探してみませんか？
☆3 ⽉ 2４⽇（⼟）
●宵のひなまつり 15：00〜20：30
全国的にも珍しい夜のひなまつりです。岩⾢⼩学校の⽣徒が制作したひなとうろうや勝川家のライトアップなど普
段と違った城下町をお楽しみいただけます。
●ねんどびなコンテスト表彰式
メインステージ（⻄町庚申堂前）15：00〜
☆３⽉ 25 ⽇（⽇）
●いわむら城下町⾳楽祭 11：00〜1７：00 メインステージ（⻄町庚申堂前）
ひな⼈形で彩られた歴史ある町並みを楽しむための、⼿作りの⾳楽イベントです。
●⾳斎処 11：00〜17：00 安⽥邸
ジャズの楽しみ⽅を⽣演奏を交えて解説するワークショップスタイルのライブです。（有料）
●ひなの城⾒茶屋 ⽊村邸
ほっと⼀息。抹茶を楽しみませんか？
☆4 ⽉１⽇（⽇）
●茅の宿でお江⼾おひなさま会 10：00〜15：00
岩村町富⽥ 茅の宿とみだ からすみとお茶のおもてなし。お⼦様にはプレゼントもあるよ！
☆期間中のイベント
●⼿づくりねんどびな展⽰（勝川家） ●ひなのフォトコンテスト作品募集 ●ひな⾦⿂（勝川家など）
●着物で逢いましょう ●つるし雛展、⼟雛、御殿雛展（メイン会場） ●えなのおひなさんめぐり
（ひなまつりイベントに関する問い合わせ）
①恵那市観光協会岩村⽀部 43-3231 ②岩村振興事務所 電話 43-2111

報告）ねんどびなづくり
〜住⺠の⼼からのおもてなし〜

1 ⽉ 27 ⽇（⼟）、岩村コミュニティセンターで、
「ねん
どびなづくり」が開催されました。それぞれ粘⼟を⼿に取
り、思い思いの個性あふれるお内裏様とおひな様を作りま
した。

渡辺翔哉さん 全国⾼校駅伝⼤会 出場！
岩村町出⾝の渡辺翔哉（しょうや）さん（中京学院⼤学附
属中京⾼等学校３年⽣）が、昨年暮れの平成 29 年 12 ⽉
24 ⽇に京都府で開催された「第 68 回全国⾼等学校駅伝
競⾛⼤会」に出場されました。

【右が渡辺さん】

完成した 50 ほどのねんどびなは、ひなまつりの開催期
間中に勝川家でコンテストが開催されます。どんなねんど
びなが作られたのか楽しみながら、ぜひ、あなたも投票し
てください。

渡辺さんは、同年 11 ⽉ 5 ⽇の岐⾩県⼤会で区間賞に
輝いた実績を引っ提げ、7 区（最終区）にアンカーとして
出場。24 位で襷（たすき）を受け取り、2 つ順位を上げ
て 22 位でゴールする快⾛を⾒せてくれました。「みんな
が繋いで来てくれた襷を少しでも順位を上げて競技場に
持って⾏きたい」との思いで⾛られたそうです。
中学校では陸上競技のほかにサッカー・スケートなど
に取り組み、⾼校進学後は陸上競技に専念。親元を離れ
て寮⽣活で陸上に打ち込み、⼒をつけてきました。
4 ⽉からは⼤学に進学し、陸上を続け、さらに磨きを
かけるとのこと。今後のさらなる活躍に期待ですね！

⼼の書画家 伊藤⼀樹さんの個展が
岩村町在住(新町)の ⼼の画家 伊藤⼀樹さん の活動
10 周年を記念する個展「出逢いは命を輝かす展」が、

名古屋城本丸御殿

孔雀之間 にて開催されます。

伊藤さんは、数年前、重度のパニック障害を発症され、
⻑年の闘病⽣活の中で気づかされた「あたり前の⽣活の中
にある幸せ」
「⾃分を⼤切に⽣きること」
「出逢いの⼤切さ」
などのメッセージを込め、創作活動を続けておられます。
⼼の書の数々を是⾮、名古屋城の本丸でご覧ください。
（⽇時）平成 30 年５⽉ 23 ⽇（⽔）〜28 ⽇（⽉）

10:00〜16:00〈最終⽇は 15:00 まで〉
（場所）名古屋城 本丸御殿 孔雀之間

名古屋城本丸御殿

で開催

恵那南⾼校の取り組み紹介
６次産業教育

冬季剪定作業

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
⾏っています。
5 ⽉に「草刈り作業」、7 ⽉に「夏季剪定作業」、8
⽉に「収穫ネット設置作業」、9 ⽉には「収穫作業」を
⾏いました。そして、１・2 年⽣が 12 ⽉と２⽉に冬季
剪定作業を⾏いました。

冬季剪定は 12 ⽉から 2 ⽉にかけて⾏われます。作
業の⽬的は、①⼤果、⾼品質で安定多収穫⽣産のため
の樹形づくりと、②省⼒で安全な栽培管理のための樹
形づくりです。
作業で樹⾼が低くなった結果、⽇当たり・⾵通しが良
くなり、翌年の果実品質や収量アップにつながります。
クリ栽培を⾏ううえで⼤変重要な作業で、収穫の良し
悪しの 8 割はこの剪定作業で決まるそうです。

実践⼥⼦学園だより

岩村町でロケ！NHK 連続テレビ⼩説

初回放送

半分、⻘い。

４⽉２⽇（⽉）8:00〜8:15

岩村城下町のひなまつりにミス実践⼥⼦⼤学が参加します

実践⼥⼦⼤学・実践⼥⼦⼤学短期⼤学部の学園祭「常
磐祭」で毎年開催される「ミス実践コンテスト」にお
いて、ミス実践 2017 に選ばれた⼩数賀芙由⾹さん（⼈
間社会学部 2 年⽣）が、岩村城下町のひな祭りに参加
することが決まりました。昨年度もミス実践 2016 の
郷⽥さくらさんが参加しましたので、本学のミス実践
のひな祭りへの参加は 2 年連続、2 回⽬となります。
この試みは、本学のミス実践がひな祭りへ参加する
ことで、本学園のことを皆様に⾝近に感じていただく
とともに、少しでもひな祭りを盛り上げられたらとの
想いで企画されております。
当⽇は、オープニングイベントでのご挨拶をはじめ、
城下町を和装で散策する等、本学のミス実践と岩村町
の皆様との交流の機会となると思います。ぜひ街中で
⼩数賀さんを⾒かけたらお声がけをいただきますよう
お願い致します。

2017 ミス実践⼥⼦⼤学

⼩数賀芙由⾹さん

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、
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

岩⾢中学校

半⽇⼊学(⼊学説明会)
１⽉２６⽇(⾦)に岩⾢中学校では、半⽇⼊学が⾏われました。これは、来年度⼊学予定の、⼩学校６年⽣と保護
者を対象に、学校⽣活の様⼦の説明をしたり、授業の様⼦を参観したりしていただくものです。

中学１年⽣の⽣徒が説明会の準備をし、⾃分たちが歩んできた中学校⽣活の様⼦を発表しました。⼩学校６年⽣
に事前にアンケートをとり、６年⽣が知りたいことや、不安に思っていることが解消できるようにプレゼンにまと
め発表しました。
中学校１年⽣の姿に、この１年間中学校で学んできた⾃信と、先輩になる決意が、そして、⼩学校６年⽣には中
学校⽣活への期待が感じとられました。４⽉からの岩⾢中学校が楽しみです。

いわっこクラブ活動紹介
「クラフト☆新聞紙のちぎり絵」
2 ⽉ 5 ⽇(⽉)は今年度最終の活動でし
た。内容は新聞紙を使って鯉のぼりとお
雛様のちぎり絵です。それぞれ下絵に⾊
塗りの要領で、カラー部分を⼿でちぎり
貼り付けます。
どの⼦も⾃分の気に⼊った⾊を⾒つけ
ては丁寧に⼩さくちぎり、最後に⿊⾊の
台紙に貼って完成です。⼦ども達は、⾃
分の事だけでなく欲しい⾊が⾒つからな
い⼦に分けてあげるなど、譲り合う姿も
みられました。個性あふれる作品を完成
させる事ができました。
今年度も保護者の皆さま、地域の皆さ
まのご協⼒のおかげで、⼦ども達が安全
で楽しく活動する事ができましたこと、
とても感謝しています。ありがとうござ
いました！来年度もまたよろしくお願い
します！
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
「第４回ひなのフォトコンテスト」
テ ー マ
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第 1６回いわむら城下町のひなまつり
〜ほっこり 今を感じて〜
３⽉１⽇(⽔)〜４⽉３⽇(⽉)
４⽉１２⽇(⽔)
ワイドＡ４までの未発表の作品、⼀⼈３点まで。
指定の応募票（コピー可）を１点ごとに作品の裏
第３回特選「旧家のひな飾り」
に貼付し、送付⼜は持参
西尾市 福谷昌己さんの作品
〒509-7403 恵那市岩村町 263-2
(⼀社)恵那市観光協会岩村⽀部
特 選(１点)…賞状、賞⾦２万円、⼥城主特産品 準特選(３点)…賞状、賞⾦１万円、⼥城主特産品
⼊ 選(10 点)…賞状、⼥城主特産品
4 ⽉ 2８⽇(⼟)予定
新聞紙上、観光協会ＨＰ等に掲載、観光協会指定管理施設に展⽰
応募締切後、観光協会が委嘱した審査員により実施します。

東京と名古屋で、朝ドラロケ地、“ひなまつり”をＰＲ!!
２⽉１３⽇は東京飯⽥橋で、ＪＴＢ、⽇本旅⾏、クラブツーリズムな
どの旅⾏社と個別商談会を実施し、朝ドラ「「半分、⻘い。」ロケ地とし
て、また２⽉１５⽇には、名古屋中⽇ビルにて、「いわむら城下町のひ
なまつり」をＰＲしてきました。 おもてなしの⼼で観光客をお迎えし
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.43

〜⼭があるのに⼭がなかった富⽥村・⼤円寺村〜
昨年８⽉号で、
「⽂政11年（1828）に丹⽻瀬清左衛⾨が物
を運ぶ⾺や駕籠が家中屋敷（殿町や新市場、新屋敷）を通る
ことを禁⽌したため富⽥の⼈たちがたいへん困った」という
話を紹介しました。今回はその理由の話です。
江⼾時代の⼭野は、今では想像も付かないことですが、村
のライフラインを⽀える資源を供給するとても⼤事な場所で
した。その⼤半は今のようなヒノキや杉の⼈⼯林ではなく、
雑⽊林や草⼭でしたが、ここで⽣産される薪や炭は、家で煮
炊きに使うだけでなく、町や窯場に出荷され、農閑期の貴重
な現⾦収⼊となりました。萱は屋根材、草や⼩枝、落ち葉は
⽥んぼの肥料として⽋かせないものでした。そのため、⼭野
の⼤半は村有林とされ、村⼈だけが独占的に伐採・刈り取り
⼤円寺村の南に連なる城⼭（右）と⽔晶⼭（左）
を⾏うことが許されていました。
ところが、岩村城⼭下の富⽥村・⼤円寺村にはこうした⼭がありませんでした。岩村城に連なる村内の⼭の多くと
⼤円寺跡の⼤藪は藩有林となり、村⼈の利⽤が禁⽌されていたからです。⽔晶⼭や⼤藪が国有林であるのはその名残
です。それでは村の⽣活が⽴ち⾏かないので、藩は⽊ノ実に富⽥と⼤円寺の⼊会⼭を設けました。富⽥の⼈たちは、
薪や草を取りに⾏くため、毎⽇⾺を引いて家中屋敷を通り抜け、⽊ノ実へ通っていた訳です。
この通⾏が禁⽌され新道を迂回することになると、移動のために⼤きく時間をロスすることになります。⼤円寺村
からだと、往復で１時間くらい余分にかかるのではないでしょうか。単に遠回りで不便というだけでなく、働ける時
間がそれだけ減ってしまうのですから重⼤問題です。
天保８年（1837）に52ヵ村の連名で藩に出された21ヵ条の嘆願書では「近来新道出来、上郷村々⼀統、冬向きは
別けて難儀仕候事」
（新道が出来てから、上郷の村々は、冬は特に難儀している）と訴えています。⼀読しただけでは
些細なことと思えるような⼀⽂が加えられた背景には、収⼊減に直結する深刻な事情があったのです。
（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 3 ⽉の予定をお知らせします
◎美容・健康トレーニング（１回５００円）

福祉センターに
お越しください！

☆予約不要
３⽉１４⽇(⽔)

13:30〜15:00

３⽉２８⽇(⽔)

13:00〜15:00

※どなたでも参加できます、健康な体を保ちましょう

◎毎週⽕曜⽇には、
「親⼦遊びの場」の開設
３⽉

６⽇(⽕)

おやつ作り

３⽉１３⽇(⽕） リズム遊び・読み聞かせ
３⽉２０⽇(⽕） 歌って遊ぼ
（ボールを使って健康トレーニング）

◎いっしょにいこまい会
３⽉１６⽇(⾦)

10:30〜

岩村福祉センター（会費３００円）

懐かしい歌を歌って楽しみます（昼⾷あり）
※岩村町にお住まいのおおむね６５歳以上の⽅ならどなたでも参加出来ます（要予約）
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

２⽉１⽇（⽊）、２⽇（⾦）に岩村町古い街並みの中にある、
「ぎゃらりー⽴花屋」さんと、
「清
和堂スペース」さんをお借りして、中学部と⾼等部のロック・ビレッジ・バザール（作業作品の
販売体験及び作業製品の販売会）を⾏いました。３⽇（⼟）には、中津川市にあるショッピング
センター「ルビットタウン中津川」１階催事場に会場を移し、⾼等部のロック・ビレッジ・バザ
ールを開催しました。中津川で、初めて販売会を開催したことについて、「今まで知らなかった
特別⽀援学校の⽣徒の活動を知ることができて良かった。
」等のお声をいただきました。
今年度３回⽬ということで、どの作業班も堂々と販売（販売体験）する姿がたくさん⾒られました。今回のロック・
ビレッジ・バザールは、⾼等部３年⽣にとって最後の販売でした。これまでの作業学習や販売で学んだことを、卒業し
てからも活かしてほしいと思います。また、会場には約 150 ⼈の地域の⽅々にお越しいただきました。
ありがとうございました。

〈２⽉２⽇、３⽇

⾼等部

販売会の様⼦〉

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION

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

★★乳幼児期の家庭教育学級いわむら★★

市⺠三学岩村地域委員会主催

平成 30 年度 学級⽣募集

「ちょっと昔の岩村を勉強しませ
んか」学習会を開催しました

乳幼児期の家庭教育学級が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。

昨年度の案内ポイント集１００を校正し直し、現
地を訪ねて観光する講座を⽬指し、2⽉１4⽇に勝
川家にて「ちょっと昔の岩村を勉強しませんか」
をテーマに語り合いました。

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３０年４⽉ 5 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。

「岩村町⺠展・⽂化芸能発表会」の開催のお知らせ
今年度の町⺠展及び⽂化芸能発表会は下記のとおりに開催する事となりました

町 ⺠ 展： 平成 30 年 3 ⽉ 3（⼟）〜4（⽇）
◯３⽉３⽇（⼟）9:30〜16:30 ◯３⽉４⽇（⽇）9:30〜14:00

⽂化芸能発表会： 平成 30 年 3 ⽉ 4（⽇）
◯３⽉４⽇（⽇）9:50〜12:30

場所：岩村コミュニティセンター⼤ホール
主な3⽉の岩村コミュニティセンター使⽤予定
2 ⽉ 28 ⽇（⽔）確定申告
3 ⽉ 1 ⽇ （⽊）確定申告・東美濃歴史街道協議会
3 ⽉ 2 ⽇（⾦）確定申告・ことぶき定例会
3 ⽉ 3 ⽇（⼟）岩村町⺠展・⽂化芸能発表会
3 ⽉ 4 ⽇（⽇）岩村町⺠展・⽂化芸能発表会
3 ⽉ 7 ⽇（⽔）恵那保護区保護司会
3 ⽉ ８ ⽇（⽊）無料法律相談
3 ⽉ 11 ⽇（⽇）恵那市少年消防隊式典
3 ⽉ 17 ⽇（⼟）結婚相談所
3 ⽉ 24 ⽇（⼟）NPO くわのみカフェ
3 ⽉ 27 ⽇（⽕）⼈権相談
3 ⽉ 29 ⽇（⽊）乳幼児期の家庭教育学級（閉級式）

お願い

平成３０年２⽉ 1 ⽇現在の⼈⼝・世帯表
総数

5,012 ⼈ （▲３） 〈▲82〉

男性

2,420 ⼈ （＋１） 〈▲39〉

⼥性

2,592 ⼈ （＋１） 〈▲43〉

世帯

1,865 世帯 （▲１）

〈▲２〉

（ ）内は前⽉との⽐較〈 〉は前年同⽉⽐

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にご相談ください。

