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2018.5.5 昭和の演出「ふくろうまつり」次回は 6.17

平成 30 年 5 ⽉ 5 ⽇、岩村本通りの⻄町で NHK 連続テレビ⼩説「半分、⻘い。
」の時代にあわせて昭和の演
出をふんだんにほどこした「ふくろうまつり」が開催されました。ゴールデンウィークの真っ最中ということ
もあり、⼤変多くのお客様で賑わいました。来場者からはドラマの昭和感が感じられたと好評を頂きました。
ふくろうまつりは、11 ⽉のおかげまつりまでほぼ毎⽉ 1 回のペースで開催されます。
次回は、6 ⽉ 17 ⽇（⽇）11:00〜15:00 で、7 ⽉ 28 ⽇（⼟）は唯⼀の夜の開催（19:00〜21:00）。
⼀斎先⽣が⾔われました

佐藤⼀斎

今⽉のひとこと（6 ⽉）

「ＮＨＫの⼤河ドラマ『⻄郷どん』もいよいよ佳境に⼊って来たね。
」
⻄郷さんは、藩主島津⻫彬の跡を継いだ久光と悉く意⾒が合わず、遂に沖永良部島へ島
流しの刑に処せられた。先⽉も紹介したように彼は『⾔志四録』を持参し、繰り返し読
み、その中から１０１か条を抜き書きし、あの⼤⻄郷をつくったそうだ。そのなかに『博
聞(はくぶん)強記(きょうき)は聡明(そうめい)の横(おう)なり。精義(せいぎ)⼊神(にゅ
うしん)は聡明(そうめい)の竪(じゅ)なり』
（⾔志録）がある。
『広く物事を学び知識と知
恵を⾝につけることは⼈が聡明になる横⽷であり、道理を探求して正しい⽣き⽅を求めにつけることが聡明に
なる縦⽷だね。縦⽷と横⽷により美しい織物に仕上がるのだな。今の⽇本を⾒るに聡明な⽇本⼈が増えること
が急務だな。
【ＮＰＯ 法⼈いわむら⼀斎塾】

半分⻘いロケ地「ふくろうまつり」

ボランティア STAFF 募集！

ボランティアのお仕事➀ 駄菓⼦・おもちゃの販売

11 ⽉まで、ほぼ毎⽉ 1 回「ふくろうまつり」を開催し
ます。城下町ホットいわむらでは、まつりのお⼿伝いをし
て頂けるスタッフ（中学⽣以上）を募集しています。

ボランティアのお仕事➁ ⽷電話づくり体験の補助

スタッフとして昭和の服装で⼀緒に楽しい⼀⽇を！
【ボランティアの内容】
・駄菓⼦等の販売・バザーの補助・ガラポン（抽選会）
・⽷電話づくり体験・記録写真の撮影 など
→ 企画を持ち込んで頂いても OK です！
お⼿伝い頂ける⽅は、6 ⽉ 8 ⽇（⾦）までに、岩村振興
事務所までご連絡ください！（E-mail 可）
【申込み先】岩村振興事務所（電話 43-2111）
E-mail：hot.iwamura@gmail.com

激増！GW の観光⼊り込み客数

◯岩村城（来城者調査）4 ⽉ 28 ⽇〜５⽉ 14 ⽇

▽出発地【回答数】692 件
愛知 136、岐⾩ 102、静岡 56
ゴールデンウィーク中の⻄町の様⼦
ドラマ「半分、⻘い。」の影響と⽯室千体仏のご開帳が重
なり、ゴールデンウィークは⼤変多くの⽅々に岩村町へお
越し頂きました。
恵那市観光協会岩村⽀部から情報提供を頂き、町屋施設
の観光⼊り込み客数について取りまとめました。岩村城の
来城者調査とあわせて、参考までにお知らせします。

◯町屋施設の⼊場者数の⽐較
（H29 年・H30 年）4 ⽉ 28 ⽇〜５⽉ 6 ⽇
⽇
計

⽇
計

⽊村邸
H29
H30
1,674 6,802
伸び率 406％

⼟佐屋
H29
H30
1,624 7,780
伸び率 479％

勝川家
H29
H30
1,886 10,604
伸び率
562％

柴⽥家
H29
H30
528 4,597
伸び率 871％

加納家
H29
H30
233
315
伸び率 135％

ふれあいの舘
H29
H30
908
9,951
伸び率 1096％

東京 47、⼤阪 39、神奈川 28、沖縄 26、埼⽟
22、三重 21、
京都 19、⻑野 19、⽯川 17、千葉 15、北海道 13、⼭
梨 12、兵庫 11、滋賀８、栃⽊ 8、群⾺７、新潟７、
富⼭７、奈良 7、茨城５、福島４、福井４、広島４、
和歌⼭４、徳島 3、福岡 3、熊本 3、⼤分 3、宮崎 3、
⻘森２、岩⼿２、宮城２、秋⽥２、⼭⼝ 2、⾹川２、
⾼知 2、⻑崎 2、⿅児島 2、⼭形１、⿃取１、岡⼭１、
愛媛 1、佐賀 1、その他 5
※全ての都道府県より来城者あり

▽来城動機【回答数】632 件
１．百名城スタンプ 109
２．知⼈の紹介・お誘い 103
３．テレビ 98
４．ホームページ 64
５．新聞・雑誌 59
６．お城 EXPO 14
７．ラジオ 10
８．その他 175

報告：ホットな⽥んぼの⽥植え

感謝：岩村城跡清掃作業（春）

5 ⽉ 19 ⽇（⼟）、富⽥地区にあるホットな⽥んぼで恒例
の「⽥植え体験」が⾏われました。
今年は、なんと外国⼈観光客 37 ⼈が参加し、総勢 87
名で賑やかに昔ながらの⽥植えを体験しました。

5 ⽉ 13 ⽇（⽇）、岩村城跡の清掃作業が⾏われました。
岩⾢中学校、恵那市消防団岩村分団、観光協会岩村⽀部の
皆さんをはじめ、岩⾢中学校の⽣徒さん 50 名を含む総勢
133 名のボランティアの⽅々にご参加を頂きました。

上⽥さんの指導により、苗の植え⽅などの説明を受け、
⽥植えに挑戦！素⾜で⼊る⽥んぼの独特の感触を楽しん
でいました。この⽶作り体験は、まちづくり活動補助⾦事
業「こども塾事業」のひとつで作業の体験を通し、⾷の⼤
切さを学ぶことも⽬的としています。
当⽇は強⾵の中、多くの児童らが⽥植えに参加。苗がな
くなってしまった外国⼈児童へ岩⾢⼩学校児童から苗を
⼿渡すという微笑ましい姿も⾒られました。

当⽇はお天気が⼼配されましたが、作業の終了を待つ
ようにして⾬が降り出し、無事に作業を⾏って頂くこと
ができました。まさに、天候の運に恵まれました。
総勢 133 名の⼒により、城跡本丸をはじめ、太⿎櫓
周辺など各所で丁寧に草刈り・草取り作業等が⾏われ、
ふるさとの宝「岩村城跡」全体が本当に美しい姿となり
ました。ご参加をいただきました皆様、本当にありがと
うございました。

【１】岩村地域のまちづくり活動補助事業
平成 30 年度の岩村地域での「まちづくり活動補助」事
業が決定されました。
【補助⾦決定額：各 450,000 円】
事業名
岩村城下町のひなまつり
いわむら城下おかげまつり
いわむら(岩村城跡)景観対策
地域防災⼒の向上
体験プログラム「いわむら五っこ」
こども塾

恵那南⾼校では魅⼒ある教育活動の⼀つとして、恵那市
の特産品である「栗」を素材とした６次産業教育をおこな
っています。

基本⽬的
リピーター対策
街中に⼀定の商店
リピーター対策
⾃治会の活性化
職⼈の町
郷⼟愛を育む

基本的に昨年に引き続いた継続事業ですが、好評の朝
ドラの「半分⻘い」の影響で岩村の町は⼀気に⼈気を博し
てきましたが、このブームが去った後の対策として、地に
着いた事業を展開していくためにも今年の事業成果が⼤
切です。市からの補助⾦をうまく⽣かして次年度以降に
向かっての試⾦⽯としたいと考えていますので、町⺠の
⽅々の協⼒をよろしくお願いします。

【２】岩村地域⾃治区運営委員会補助⾦

まちづくり活動のまとめ役としての事務や各組織との
調整、ホット便りの発⾏などを⾏っている岩村地域⾃治
区運営委員会に対して、平成 30 年度の市補助⾦が決定さ
れ交付される事となりましたが、年々額が減少されてい
るため、今年も節約に努め各組織の⽀援をしていきます。
Ｈ30 補助⾦額

恵那南⾼校の取り組み紹介：６次産業教育

1,521 千円（昨年度 1,620 千円）

2 年⽣草刈り作業の様⼦
恵那市栗栽培振興会会⻑の森川哲幸様の栗畑で、栗栽培⽅
法の指導をしていただきました。1 年⽣は⾬天のため作業
ができず座学となりました。栽培技術ポイントや恵那市の
出荷量の年度別推移等、教えていただきました。
実践を通じて、地域や企業が求める⼈材の育成と学校の活
性化を図り、新たな産業の創出による｢まちづくり｣に貢献
することを⽬的とします。
6 次産業とは
農林漁業等（1 次産業）
、製造業等（2 次産業）及び
⼩売業等（3 次産業）を組み合わせた新しい経営形
態を 6 次産業といいます。（１×２×３＝６次産業）

実践⼥⼦学園だより

2018 年度オープンキャンパスがスタート

実践⼥⼦⼤学・実践⼥⼦⼤学短期⼤学部では、⾼校⽣の⽅を対象とし
たオープンキャンパスを実施しています。
「未来を考える」をテーマに、
授業やキャンパスライフを体験し、その先の未来を思い描いていただく
ことを⽬的とし、様々な企画を⾏っています。
学部・学科や学費・奨学⾦などについて説明する「実践総合ガイダン
ス」、本学での学びを体験できる「模擬授業」、在学⽣がガイド役を務め
る「キャンパスツアー」をはじめ、各学科の教員に直接質問ができる学
科相談コーナーや、在学⽣とのおしゃべりコーナー、学⾷でのランチ体
験など、盛りだくさんの内容です。
また今年度からは、「Jissen トークライブ」という学⽣主体の企画が
スタートしました。これは、「⼀番近い先輩として、⾼校⽣の進路選択
のサポートをしたい」という学⽣スタッフの思いを形にしたもので、来
場した⾼校⽣に向け、学⽣たちが⾃分たちの⾔葉で、実践⼥⼦⼤ならで
はの学びやキャンパスライフ、進路選択などについて語りかける催しで
す。この企画以外にも、多くの在学⽣がスタッフとして参加し、全国か
らいらっしゃる⾼校⽣の皆様をお迎えしています。ぜひ、ご来場くださ
い。
2018 年度実践⼥⼦⼤学
実践⼥⼦短期⼤学部オープンキャンパス⽇程
◯⽇野キャンパス

6/17、7/29、8/19、9/16

◯渋⾕キャンパス

7/15、8/5、8/19、10/21、3/24

詳細については、本学公式webサイトでご確認ください。
http://www.jissen.ac.jp/

渋⾕キャンパスでの「実践総合ガイダンス」

多くの来場者で賑わう⽇野キャンパス

たくさんの学⽣スタッフがお迎えします

実践⼥⼦学園は、岐⾩県岩村町出⾝下⽥歌⼦先⽣が「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 6,300 名が学んでいます。

いわっこ元気だより！
和装でおもてなし・・・
５⽉１５⽇(⽕)１６⽇（⽔）と２⽇間にわたり、東京
から下⽥歌⼦先⽣ゆかりの地である岩村を訪ねてきた
実践⼥⼦学園の⽣徒の皆さんに、岩村を案内しました。
９つのグループに分かれ、今まで勉強してきた郷⼟の歴
史や⽂化を紹介しました。
今年は、家庭科で和装について、⼭上におみえの地域
講師、佐藤豊佐先⽣より教えて頂いたことをいかし、⼥
⼦１４名が、７名ずつ２⽇間に分かれて、和装でおもて
なし・・・。
伝統的な建造物に和装が似合い、町を訪れた多くの観
光客からも写真撮影を依頼されていました。ふるさとを
語る堂々とした⾔葉に、郷⼟への思いと誇りが響いてい
ました。
また、５⽉末に、３年⽣は東京研修（修学旅⾏）で実
践⼥⼦⼤学へ⾏きます。郷⼟の偉⼈である下⽥歌⼦先⽣
がとりもつ縁でこれからも交流が⾏われます。

今⽉は

岩⾢中学校

恵那市観光協会岩村⽀部からのお知らせ
「町並みふれあいの舘」(観光協会・観光案内所)が

「えなてらす、いわむら。
」
として特産品販売コーナー設置!!
〜「半分、⻘い。
」グッズも販売〜
連続テレビ⼩説「「半分、⻘い。」のロケ地として、観光客が急上
昇、特に 5 ⽉ 4・5 ⽇は天候にも恵まれ、過去最⾼の⼈出でにぎわ
いました。

そこで観光客の受け⼊れ態勢を強化するため、県・市の⽀援のも
と、「町並みふれあいの舘」を「えなてらす、いわむら。」として、
特産品販売コーナーが設置されました。 岩村はもちろん、恵那市
の特産品を中⼼に「半分、⻘い。」グッズも取り揃えていますので、
ぜひお⽴ち寄りください。
「えなてらす、いわむら。」には、
「半分、⻘い。」グッズのほか、
地域の特産品も揃っています。
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

いわっこクラブ活動紹介

今年のいわっこクラブは 40 ⼈！

5 ⽉ 14 ⽇の活動は、おうちの⼈と⼀緒に体を動かして遊
びました。いろいろな種類のゲームあり、⼤⼈と⼦どもの⼒
⽐べあり。⼤⼈も真剣に遊びました。
おうちの⼈からも「家ではこんな遊びしないから楽しかっ
た！」と好評。そして、何よりも、⼦どもたちの笑顔が楽し
さを物語っていました。
今後は、保護者サポーターと⼦どもたちの活動となります。
サポーターになっていないけど、⼀緒に遊びたい保護者の⽅
は、当⽇、お越しください。⼤歓迎です！
（年間活動⽇程は、ホットだより 5 ⽉号を参照ください）
いわっこクラブのお問い合わせ

恵那市教育委員会⽣涯学習課

TEL26-2111（内 477）

いわむら歴史再発⾒ vol.46
〜岩村城を「霧ヶ城」と呼ぶこと〜
平⼭優⽒の『武⽥⽒滅亡』（⾓川選書）をご存
じですか。武⽥⽒研究の第⼀線で活躍し、⼤河ド
ラマ「真⽥丸」の時代考証をしたことでも有名な
著者が武⽥勝頼の⽣涯を描いたものです。岩村城
の攻防についても武⽥の視点から分かりやすく
記述されています。ぜひご⼀読をおすすめしま
す。
この本を読んでいてとても驚きました。天正
10 年（1582）に岩村城のことを「霧ヶ城」と呼
んでいたことが書かれていたのです。出典は『宇
野主⽔⽇記』とあります。⼤坂本願寺の坊官の⽇
記で、『⼤系真宗史料 ⽂書記録編 14 東⻄分
派』（法蔵館）に『鷺森⽇記』という名称で収録
されています。
さっそく取り寄せて確認すると、３⽉条に織⽥
伝説の霧ヶ井
信⻑による武⽥攻めの様⼦が記録されています。
その中の⼀節に次のように書かれていました。
「上様（織⽥信⻑）への陣中⾒舞いに川那部右衛⾨を派遣することになった（割注：３⽉ 18 ⽇に出発）
。主な⽅への贈
り物は別紙⼀覧表のとおり。現在の陣所は「東美濃霧ヶ城」と知らせがあった。
」（意訳）
確かに「東美濃霧ヶ城」とありました。
『信⻑公記』によれば、信⻑は３⽉ 11 ⽇から 13 ⽇まで岩村城に滞在してお
り、霧ヶ城が岩村城を指していることは間違いありません。
私は、いくつかの傍証から「霧ヶ城」という別称が戦国時代からあったと考えていましたが、確証を得られずにいま
した。それが思わぬところで解決してしまったわけです。これからはおおっぴらに話していきたいと思います。
それにしても、岩村と縁のない本願寺の史料に岩村城が出てくるとは思っておらず、まったくノーチェックでした。
⾃分の勉強不⾜を恥じ⼊るばかりです。
（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６⽉の予定をお知らせします
◯いっしょにいこまい会

６⽉ 15 ⽇（⾦） 10:30〜
岩村こども園 園児との交流会と
クレヨンさんによる⼈形劇
会費 300 円（お昼ご飯もあります）

◯美容・健康トレーニング（⼀回 500 円）
予約不要
6 ⽉ 13 ⽇(⽔)
6 ⽉ 27 ⽇(⽔)

13:30〜15:00
13:30〜15:00

7 ⽉ 28 ⽇(⼟)9:30〜
12:00(10:30 開演)
岩村コミセンにて
三世代交流⼤会
「さんさん劇場」
を開催します!!
詳しくは社協だより
「あんじゃない」を
ご覧ください」

◯毎週⽕曜⽇には、「親⼦遊びの場」の開設
6 ⽉ 5 ⽇(⽕) おやつ作り
6 ⽉ 12 ⽇(⽕) リズム遊び・読み聞かせ
6 ⽉ 19 ⽇(⽕) 歌って・踊って遊ぼ

◯岩村４施設の草取り奉仕作業（⼩⾬決⾏）

6 ⽉ 25 ⽇（⽉） 9:00〜10:00
岩村⽀所ボランティア連絡会主催による町内４施設の草取り
を⾏います。
（くわのみ・こころの丘・いわむらの憩・旧岩村振興事務所）

健康トレーニングの様子

問い合わせ：恵那市社会福祉協議会 岩村⽀所 原⽥ 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
新緑のきれいな季節となってきました。４⽉下旬から５
⽉初旬にかけて、当校、⼩学部・中学部・⾼等部の児童⽣
徒たちは校外学習に出かけました。

⼩学部：瑞浪市⺠公園にて

⾼等部：岩村町内にて
⾼等部 1 年の⽣徒たちは、岩村ハイキングに出かけま
した。新緑いっぱいの⼼地よい気候の中、クラスごとに事
前に学習した岩村町内の⽬的地を確認しながら、町内の街
並みを⾒て回りました。町内を⾒て回る中、現在 NHK で放
送中の朝の連続テレビ⼩説「半分、⻘い。」の撮影場所に気
づく⽣徒もおり、「あ、ここ半分、⻘い。だ。」と⾔う声が

中学部：クレイン恵那にて

聞こえ、岩村の街並みを楽しんでいました。
IWAMURA

COMMUNITY CENTER

INFOMATION

いわむらコミュニティセンター情報
IWAMURA

COMMUNITY CENTER

INFOMATION

コミュニティセンター周辺の清掃作業が実施されました
去る５⽉ 27 ⽇(⽇) 朝７時 30 分から岩村町⽂化振興会会員・岩村福祉センター職員・岩村診療所職員の⽅々
により、駐⾞場や周辺の清掃作業をして頂きました。
⼤変きれいになりました。ご協⼒ありがとうございました。
今後の予定
第２回

周辺清掃作業

第３回

周辺清掃作業

７⽉ 22 ⽇（⽇）
９⽉ 16 ⽇（⽇）

□主な６⽉の使⽤予定□
６⽉ ７⽇（⽊）乳幼児期の家庭教育

午前７時〜
午前７時 30 分〜

岩村町の⼈⼝と世帯数

「いわむら学級」

H 30年5月

６⽉ ８⽇（⾦）いわむら歌声同好会
６⽉ ８⽇（⾦）無料法律相談所
６⽉ 16 ⽇（⼟）ことぶき結婚相談所
６⽉ 28 ⽇（⽊）D-スマイルカフェ
（

前月

前年

総数

4,967 ⼈

（

▲ 9 ）〈 ▲ 100 〉

男性

2,399 ⼈

（

▲ 5 ）〈 ▲ 52 〉

⼥性

2,568 ⼈

（

▲ 4 ）〈 ▲ 48 〉

世帯

1,867 世帯 （

）内は前４⽉との⽐較〈

5 ）〈

0〉

〉は前年同５⽉⽐

平成 30 年 7 月 1 日（日）
9:00～

会場：岩邑中学校体育館周辺
屋外種目は雨天中止
チャレンジ５０m 走
自分の力をためしてみよう
【申込み不要】

ソフトバレーボール
一緒に汗をかこう！

【申込み必要】
下記により、お申し込み
ください。（6/29 まで）

参加賞あり

受付：午前８時００分
試合：午前９時～
終了：午後２時予定
（チーム編成）
男女問わず４名〈中学生以上〉
一人の参加もＯＫ

問合せ：片桐祐介 090-9943-4390

ノルディックウォーキング
体験してみよう！
【申込み不要】
健康相談コーナー
気になる健康をチェック！
【申込み不要】

当日のケガ等による応急処置はいたしますが、その後の責任は負いません

【主 催】岩村町⾃治連合会 【共 催】スポーツネットいわむら・岩村町体育協会
【問合せ】藤井孝司（スポーツネットいわむら代表）090-7435-8485
三宅祥市（岩村町体育協会会⻑）43-2258
切り取り線

チーム名（
№

⽒名

）

ソフトバレーボール参加申込書
年齢

性別

１

男・⼥

２

男・⼥

３

男・⼥

４

男・⼥

５

男・⼥

６

男・⼥

電話番号

提出先：岩村振興事務所（ＦＡＸ可：43-0159） 問合せ：⽚桐祐介 090-9943-4390

