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ホットいわむらだより

＊（お知らせ）三森山ウォーキング
＊（お知らせ）石室千体佛ご開帳
＊（お知らせ）弁財天まつり
＊半分、青い。オリジナルキーホルダー発売

いわむら城下町のひなまつり

皆様のご協⼒ありがとうございました！

平成 30 年 3 ⽉ 1 ⽇に開幕した「2018 いわむら城下町のひなまつり」は４⽉ 3 ⽇で閉幕します。
町内の皆様には、岩村本通りの通⾏⽌めをはじめとして、ご不便・ご迷惑をおかけして申し訳ありませんで
した。また、ご理解とご協⼒を頂きまして、誠にありがとうございました。
いわむら城下町のひなまつりは、平成 15 年春の第１回から数えて 16 回⽬の開催で、平成 20 年 3 ⽉の勝川
家他の観光施設の⼊場者数の合計は 12,097 ⼈でしたが、回を重ねるごとに多くの⽅にご来場頂けるようにな
り、平成 29 年には 28,448 ⼈と⼤変たくさんのお客様にお越し頂きました。第 16 回（今年）については、集
計ができ次第、ホットだよりでお知らせします。引き続き、皆様のご理解とご協⼒をお願いいたします。

⼀斎先⽣が⾔われました

佐藤⼀斎

今⽉のひとこと（4 ⽉）

「江⼾時代は⻄の⼤垣、東の岩村･･･と⾔われ、教育の熱⼼な所だった。岩村には『知新館』と
いう藩校があったが、今では⼩学校に『知新⾨』と名づけられた校⾨があり登下校時に⼦ども
達を⾒守ってくれている。さすが歴史と教育を⼤切にする岩村だ。
その藩校では、毎年、春が来ると「釋奠(せきてん)」（孔⼦祭）が⾏われ孔⼦とその教えを崇敬
する儀式が⾏われていた。途絶えていた「釋奠」が岩村城創築８００年記念を機に復活し、今
年も厳粛に⾏われ３４回を迎えたそうだ。岩村でしか出来ないこういった⾏事には沢⼭の町⺠
が関⼼を持ち参加し⼤切にして⾏きたいものだね。」
【NPO 法⼈いわむら⼀斎塾】

＊2018 いわむら城下町のひなまつりのお礼＊
いつもの年より寒い冬でしたが、暖かくなり春のおとずれを感じる⽇々になりました。
恒例となりました「いわむら城下町のひなまつり」もたくさんの⽅にご来場いただき、
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す。
商⼯会の⼥性部を中⼼に始まったイベントも 16 回を数えるまでになり、皆さんの知恵
と⼒が積み重なり町⺠⼿づくりイベントとして⼤変多くの⽅に⽀えられて運営されており
ます。イベントの開催に関わっていただいた⽅、ひなとうろうの絵を描いてくれた⼩学⽣
のみなさん、ご来場いただきましたお客様、町通りの住⺠の⽅々など多くの⽅々のご理解
とご協⼒があってのことです。紙⾯をお借りして厚く御礼申し上げます。本当にありがと
うございました。
町外から訪れてくださった⽅からも「落ち着いた雰囲気におひなさまが良く合う町です
ね」などお⾔葉をいただき癒やされながら散策されたり、がんどうちラリーや⾳楽祭、ク
ラフトフェアなどイベントを楽しんでいただいたり、宵のひなまつりには⼩学⽣が⾃分の
とうろうを⾒つけうれしそうな姿を⾒かけたり、夜の町並みに燈籠が並んだ幻想的な⾵景
は今流⾏の「インスタ映え」と思ったり。
来年以降もこの「いわむら城下町のひなまつり」は続けて参ります。今後も皆様のご意
⾒、ご要望をお聞きしてより良いひなまつりになるように取り組んで⾏きたいと考えてお
ります。ご理解とご協⼒をよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。
2018 いわむら城下町のひなまつり賑わい構想委員会

委員⻑

鈴⽊ 明美

2018 いわむら城下町のひなまつり写真集

雅楽演奏

ゆるキャライベント

⼥城主のなべまつり

がんどうちラリー

旧家のだんらん

まちなか市・クラフトフェア

宵のひなまつり

宵のひなまつり

城下町⾳楽祭

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。三森神社には、天照⼤神（あまてらすおお
みかみ）が⽣まれた時、へその緒を切ったといわれる鎌が
まつられているとの伝説があります！

今年は、⼭頂での味噌汁のサービスはありません。
⽇

時：

４⽉ 15 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・⽔筒など
主
催：ｽﾎﾟｰﾂﾈｯﾄいわむら（090-7435-8485:藤井）

お知らせ：岩村城弁財天社⼤祭
平成 30 年 4 ⽉ 22 ⽇（⽇）午前 10 時から、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
祭が挙⾏されます。

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。

お知らせ：⽯室千体佛ご開帳
７年に⼀度のご開帳！
ご開帳は７年⽬毎に催され、平成 30 年の今年が７年⽬
にあたります。この期間中、家内安全・無病息災・無事安
泰と繁栄が祈願されます。390 年の歴史を刻む⾦⾊に輝く
1,000 体の光明仏が参観できます。

⽇ 時：4 ⽉ 22 ⽇ (⽇)〜5 ⽉６⽇（⽇）13:00 まで
場 所：⼀⾊交差点すぐ
⽯室千体佛の由来
1632 年に、岩村城の藩主・松平乗寿が、お城の鎮護と領
⺠の安泰繁栄を祈願して創⽴。乗寿は菩提寺であった⿓厳
寺に命じて、浄⼟経 1,000 部を地中深く埋蔵し、その上
に⽯室を設け、1,000 体の阿弥陀像を安置しました。

お知らせ：体験！いわむら五っこ！

体験プログラム「いわむら五っこ」の平成 30 年度前期
の参加受付が開始します。全 25 プログラムで皆様のご参
加をお待ちしております。

2018.4.1〜9.30 までのプログラム募集開始
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）

「半分、⻘い。
」公式キーホルダー発売中！

4 ⽉ 2 ⽇（⽉）から半年間にわたり放送される NHK 連
続テレビ⼩説「半分、⻘い。」の公式キーホルダーが好評
発売中です！

写真はふくろう付き 1,000 円（両⾯で異なるデザイン）

岩村町でロケ！NHK 連続テレビ⼩説

半分、⻘い。
初回放送 ４⽉２⽇（⽉）8:00〜8:15

実践⼥⼦学園だより

キーホルダーは、城下町ホットいわむらの「お⼟産開発
チーム」が企画・作成、NHK エンタープライズの認定を
受けて販売します。
価格：ふくろうのデザイン付き 1,000 円、なし 800 円
販売場所：観光協会、京屋、かめや、茅の宿

桜花が紡ぐ、実践⼥⼦学園の伝統の絆

桜咲く 4 ⽉、今年も実践⼥⼦学園では多くの新⼊⽣を迎える季節となり
ました。⼤学、短⼤、中⾼に⼊学した学⽣・⽣徒には、実践⼥⼦学園の⼀
員となった印として、学園の創⽴より絶えることなく受け継がれている「桜
花」がデザインされた校章が渡されます。
実践⼥学校・⼥⼦⼯芸学校の設⽴⺟体となった帝国婦⼈協会は、その規
則において次のとおり定めていました。帝国婦⼈協会規則第九条「本会ノ
徽章は桜花トシ之ヲ左ノ三種ニ別ス」。
以来、時代によって様々に変容した校章ですが、桜花のデザインは常に
受け継がれてきました。現在の⼤学・短⼤の校章は桜花の中⼼に「⼤學」
の字が、中⾼は旧字体で「實（実）
」の字が刻まれたデザインです。

岩村町本町 5 丁⽬の駐⾞場に「岩村は、実践⼥⼦学園の創⽴者 下⽥歌⼦の出⾝地」を主たるメッセージとした
看板が 4 ⽉ 1 ⽇より 2 年間の予定で設置されました。これは、近年、岩村城下町への観光客増加傾向と、さらに
NHK 朝ドラ放映により岩村への注⽬が全国レベルで⾼まるものと思われ、岩村へ訪れる観光客を対象としたもの
です。実践⼥⼦学園は 2019 年に創⽴ 120 周年を迎え、岩村で記念式典が開催される予定となっています。

いわっこ元気だより！

今⽉は

岩⾢⼩学校

精⼀杯の感謝の気持ちを込めて
学校の節⽬となる３⽉は、お世話になった地域の⽅や卒業していく６
年⽣へ感謝の意を表す⾏事がありました。
３⽉２⽇（⾦）に「６年⽣を送る会」を⾏いました。前半は「卒業じ
ゃんけん」や「６年⽣の思い出クイズ」をみんなで楽しみました。後半
は、学年ごとに企画を考えて６年⽣に向けて発表を⾏いました。呼びか
けの⾔葉、合奏や合唱など⼯夫をこらした⼼のこもった発表でした。職
員も「栄光の架け橋」の⼆部合唱を贈りました。また、６年⽣からもお
礼の⾔葉や「⼤切なもの」の合唱を披露しました。
「さすが６年⽣！」と
思わせる歌声でした。送る会の成功を⽀えた５年⽣のがんばりも素晴ら
しく、来年度のリーダーとして期待できる姿でした。
３⽉５⽇（⽉）には、「⾒守り隊感謝の会」を⾏いました。岩村交番
所⻑の加藤様や壮健クラブ代表の後藤様をはじめとする⾒守りボラン
ティアの皆様をお迎えしました。⾬の⽇も雪の⽇も⾒守りをしていただ
いてることに対し、児童代表の⾔葉に続いて、全員でお礼のあいさつを
しました。また、感謝状やお花をプレゼントして、登下校の⾒守りに対
する感謝の意を伝えました。交番所⻑の加藤様からは、岩⾢⼩の児童は
横断歩道を渡るときに⽌まってくれた⾞に深々と頭を下げる姿の素晴
らしさを褒めていただきました。
そして、いよいよ４⽉になります。新しく４９名の新⼊⽣を迎えての
岩⾢⼩学校がスタートします。地域の皆様、引き続き、⼦どもたちの安
⼼・安全のための⾒守りをよろしくお願いします。

恵那市観光協会岩村⽀部からのお知らせ
〜「半分、⻘い。」放送スタート〜
いよいよ４⽉２⽇(⽉)から９⽉２９⽇(⼟)までの半年間、１５６回にわたって、ＮＨＫ朝の連続テレ
ビ⼩説「半分、⻘い。」が放送されます。岩村⻄町商店街を、“東美濃市・梟町・ふくろう商店街”という
架空の商店街に設定し、ロケが⾏われました。
観光協会岩村⽀部では、ＮＨＫ・恵那市と共に「半分、⻘い。」を盛り上げ地域の新しい観光資源とす
るため、下記により半年間の放送に合わせて、勝川家にて番組展を開催します。
期間中「勝川家」は、無休にて開催しますのでぜひお⽴ち寄りください。
◎連続テレビ⼩説「半分、⻘い。」番組展
開催期間
平成３０年４⽉１０⽇（⽕）〜４⽉１６⽇（⽉）
開催時間
午前９時３０分〜午後４時３０分
開催場所
江⼾城下町の館 勝川家
主
催
ＮＨＫ岐⾩放送局
◎ＮＨＫ連続テレビ⼩説「半分、⻘い。」展
開催期間
平成３０年４⽉１７⽇（⽕）〜９⽉２９⽇（⼟）
開催時間
午前９時３０分〜午後４時３０分
開催場所
江⼾城下町の館 勝川家
主
催
ＮＨＫサービスセンター
(⼀社)恵那市観光協会岩村⽀部、恵那市
恵那市観光協会岩村⽀部では、本町三丁⽬から⻄町⼆丁⽬までの商店街に半分⽩く、半
分⻘い「宿根ロベリア」いう花をプランターに植え、⼀⻫に飾りました。
「半分、⻘い。」バージョンで観光客をお出迎えしましょう。
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.44
〜特別な経塚 ⽯室千体仏〜

⽯室千体仏は、２代岩村藩主松平乗寿によって、寛永

９年（1632）に造営されました。お経を埋納したマウン
ドの上に、千⼀体の阿弥陀如来⽴像を納めた花崗岩製の
厨⼦（⽯室）を安置した施設＝阿弥陀堂です。
私は、この施設は、松平⽒２代３０年に及ぶ城下町建
設の総仕上げとして造営された、特別な経塚であると考
えています。乗寿は、寛永３年（1626）に偕楽⼭経塚と
天王⼭経塚、寛永８年（1631）に武並神社と⼋幡神社本
殿を⽴て続けに造営しました。城と城下町整備の最後に
宗教施設が⼀新され、その掉尾を飾ったのが⽯室千体仏
とみることができるのです。

藩主邸から⾒た⽯室千体仏

歴代藩主が造営した巨⼤な経塚７個所11基のうち、ここだけが⽯室であることも重要です。他の経塚に建てられた
五輪塔は戒名や願⽂が刻まれており、特定の⼈物の供養が⽬的の卒塔婆です。これに対して⽯室は、仏様を安置する
厨⼦であって、本尊の阿弥陀如来は現世の⼈々をあまねく救済する仏様です。よく⾔われる造営の理由「岩村城の鎮
護と領内の繁栄を祈念したもの」にはそのような意味があり、他の経塚とは造営の⽬的が違うといえるでしょう。
阿弥陀如来は、現世の⻄の彼⽅にある極楽浄⼟から⼈々を救済する仏様です。乗寿は、城下町の完成にあわせてそ
の⻄の端、⻄⽅浄⼟を仰ぎ⾒る位置にある丘の上に⽯製のお堂を建⽴し、藩の繁栄を祈念したのではないでしょうか。
そのように考えると疑問もあります。なぜ⽯室は南を向いているのでしょうか。阿弥陀様は⻄の⽅からやってきた
姿を表すため、東を向いているのが⼀般的です。城のほうから望⾒＝遙拝するのを意識するならセオリー通り東向き、
城に向けて建てた⽅がいいはずなのです。現在の⽯室は、創建時そのままではなく、110年後の寛保元年（1741）に、
乗寿の曽孫である佐倉藩主松平乗⾢と岩村藩主松平乗賢が⼤修理を施したものです。そのときに向きが変わったのか
もしれませんね。

（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４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（保険料込）予約不要
４⽉１１⽇(⽔) 13:30〜15:00
４⽉２５⽇(⽔) 13:30〜15:00

福祉センターに
お越しください！

※どなたでも参加できます、健康な体を保ちましょう！

◯毎週⽕曜⽇は「親⼦遊びの場」の開設
４⽉１０⽇(⽕) おやつ作り
４⽉１７⽇(⽕) リズム遊び・読み聞かせ
４⽉２４⽇(⽕） 歌って遊ぼ

（親⼦遊びの場・かるた取り 30. 2.13）

◯いっしょにいこまい会
４⽉２７⽇(⾦)

春の遠⾜ ９：００ 岩村福祉センター集合出発
会費１，０００円
⾏き先 昼神（花桃の⾥・湯ったり〜な）
（要予約・締切４⽉２０⽇）※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 原⽥・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
平成３０年３⽉２⽇(⾦)に⾼等部卒業証書授与式、３⽉１４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２１⼈、中学部１３⼈、⼩学部８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

中学部

１３⼈

⾼等部

２１⼈

・岐⾩県⽴恵那特別⽀援学校中学部
・岐⾩県⽴下呂特別⽀援学校中学部
・岐⾩県⽴恵那特別⽀援学校⾼等部
・岐⾩県⽴⾶騨特別⽀援学校⾼等部
・企業への就職
・福祉事業所の利⽤

等

なお、平成３０年度の当校⼊学式・始業式は、４⽉１０⽇（⽕）にとりおこなう予定です。新しい気持ちで新学
期を迎え、今年度も頑張っていきます。地域の皆様、いつもあたたかい⾔葉を掛けていただきありがとうございま
す。今年度もよろしくお願いいたします。

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION

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

いわむら⽂化まつり（町⺠展・⽂化芸能発表会）
いわむら城下町のひなまつりで賑わう３⽉３⽇と４⽇の２⽇
間、町⺠展と⽂化芸能発表会が「いわむら⽂化まつり」と銘打ち、
岩村コミュニティセンターで開催され、たくさんの町⺠の皆さん
が来館されました。
「いわむら⽂化まつり」は、岩村町の⽣涯学習の１年間の成果
発表の場として定着しています。平成３０年度１年間のコミュニ
ティセンター活動での学習成果を出展し、披露されました。

平成 30 年度市⺠三学塾 前期市⺠講座の受付がはじまります！！
▼受付開始⽇時：平成 30 年 4 ⽉ 21 ⽇（⼟）午前 9 時〜4 ⽉ 30 ⽇（⽉）午後 17 時
▼再受講⽣受付：平成 30 年 4 ⽉ 26 ⽇（⽊）午前 9 時〜
Web からの申込みは平成 30 年 4 ⽉ 22 ⽇（⽇）午前 9 時からとなります。
なお、各コミセン講座詳細については 3 ⽉ 15 ⽇号広報に⼊っております「恵那市⺠⼤学ガイドブック恵那三
学塾 2018 前期」をご覧下さい。
⼦どもも⼤⼈も⾼齢者の⽅も皆さん、市⺠講座・三学のまち講座を受講して、⾃⼰の教養・技能を⾼める⽣涯
学習に取り組んでみませんか？
たくさんの受講お申込みお待ちしております！

岩村コミュニティセンター使⽤予定(４⽉)
4 ⽉ 5 ⽇(⽊)家庭教育学級開級式
4 ⽉ 10 ⽇(⽕)いわむらうたごえ同好会
4 ⽉ 13 ⽇(⾦)無料法律相談所
4 ⽉ 14 ⽇(⼟)孔⼦祭記念講演会
4 ⽉ 18 ⽇(⽔)⾏政相談
4 ⽉ 21 ⽇(⼟)前期市⺠講座受付開始
4 ⽉ 29 ⽇(⽇)隆崇院稚児⾏列
4 ⽉ 29 ⽇は駐⾞場⼀⾯使⽤となります。
⼤変ご迷惑をおかけ致しますが、

平成３０年２⽉ 1 ⽇現在の⼈⼝・世帯表
総数

5,008 ⼈

（▲4）

〈▲81〉

男性

2,420 ⼈

（±０）

〈▲36〉

⼥性

2,588 ⼈

（▲4）

〈▲45〉

世帯

1,866 世帯

（+１）

〈±0〉

（ ）内は前⽉との⽐較〈 〉は前年同⽉⽐

ご理解とご協⼒をお願い致します。

お願い

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。

