
   

   

 

 

 

 

 

 
                                  

         
平成 30 年 9 ⽉ 23 ⽇（⽇）、農村景観⽇本⼀「富⽥地区」で、秋のふれあいウォーキングが開催されます。 

 スタートとゴールは富⽥会館で、受付時間は 8:30〜10:30。道のり 7.3 ㎞のお堂めぐりコースと道のり 9.7
㎞の⼤円寺コースがあり、体⼒にあわせてコースが選べます。ゴールでは特産物直売市や岩村城太⿎の演奏に
加え、⽶や野菜・果物などが当たるお楽しみ抽選会があります。 
 秋の収穫期を迎え、⻩⾦⾊に染まった⽥園をさわやかに歩いてみませんか？ 
 上記のチラシはホットいわむらＨＰ（http://hot-iwamura.com/）に掲載しています。                       

⼀斎先⽣が⾔われました      
「今⽉も⻄郷どんが選んでくれた私の⾔葉を紹介しよう。 
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（「⼼が静かであれば輝く太陽のありがたさがわかるし、眼が明らかであれば澄んだ⻘空
の壮快さを知ることができる」とは程伯⽒：程明道の句である。この句のとおり、⻘天⽩
⽇というものは、常に⾃分⾃⾝の⼼にあるものであって、⾃分の外にあるものではない。
故にこの句を坐右に掲げて⽇々の戒めとすべきである。） 

広報いわむら 

発行/岩村地域自治区運営委員会 

〒509-7403 恵那市岩村町 1657 番地 1
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ほっと・ホット・もっと 

ホットいわむらだより 

 

＊夏まつり審査結果 

＊町民ソフトボール大会結果 

＊（募集）ホットな田んぼ稲刈り 

＊秋まつり・おかげまつり・ふくろうまつり 

＊(実践女子大学）相撲協会公式グッズの披露報告会 

佐藤⼀斎 今⽉のひとこと（９⽉）

Ｈ30.9.23 さわやかに歩こう！農村景観⽇本⼀「秋のふれあいウォーキング」 

ＮＰＯ法⼈ 
いわむら⼀斎塾 



第 71 回 いわむら夏祭り ⼤変装⾏列・出し飾り・⾏灯 審査結果        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  □出し飾り 
１位 本町⼆丁⽬ 2 位 本町四丁⽬ 3 位 柳町        

□⾏灯 
１位 本町四丁⽬ 2 位 本町⼆丁⽬ 3 位 本町三丁⽬

□⼤変装⾏列   
1 位 夏祭り⼤賞 若ホタルの会 全部、YMCA。 

2 位 恵那市⻑賞 本町四丁⽬ “Come on Baby  IWAMURA” 

3 位 恵那市恵南商⼯会⻑賞 イワムーリャ 幻の岐⾩サンバランド 

⾏
列
順 

岩村地域協議会⻑賞 ⼭上 ヤマリオカートグランプリ！！ 
三好学賞 本町五丁⽬ 半分は⻘い⾵船
⼥城主賞 新町⼀丁⽬ 新町ダンサーズ
恵那市観光協会岩村⽀部⻑賞 柳町 半分、⻘い。
佐藤⼀斎賞 本町三丁⽬ おーい、半分、⻘い。 
下⽥歌⼦賞 なんか楽しいことやろまいかとみだ 富⽥、なめんなよ! 

 

出し飾り 1 位 本町⼆丁⽬

出し飾り 2 位 本町四丁⽬

出し飾り３位 柳町 

変装⾏列 1 位 若ホタルの会

変装⾏列 2 位 本町四丁⽬

変装⾏列 3 位 イワムーリャ



   
お知らせ：いわむら城下おかげまつり開催

おかげさまという感謝の⼼を込めて、今年も「いわむら
城下おかげまつり」を開催します。現在、実⾏委員会を⽴
ち上げて、準備を進めているところです。 

是⾮、ご来場ください！   
 
 
 
 
 
 
 
 
          

【⽇にち】平成 30 年 1１⽉４⽇（⽇）10:00〜15:00
【場 所】岩村本通り周辺          
ボランティア募集！！    

準備やイベントのお⼿伝いをしていただけるボランテ
ィアを⼤募集します。参加していただける⽅は、問い合わ
せ先までご連絡をお願いします。⼀緒におまつりを盛り上
げましょう！！ 
【前⽇準備】平成 30 年 11 ⽉ 3 ⽇(⼟)午後１時〜 
      のぼり組み⽴て、テント張り 等 
【当  ⽇】平成 30 年 11 ⽉ 4 ⽇(⽇)午前 8 時〜 

会場設営、イベント中巡回 等 
【問 合 せ】岩村振興事務所 43-2111      

「半分、⻘い。」⾥帰りトークショー 
8 ⽉ 5 ⽇、連続テレビ⼩説「半分、⻘い。」に登場する

架空の町、東美濃市ふくろう商店街のロケ地となった岩村
町本通り⻄町商店街で、ドラマに出演した⼦役⼆⼈がトー
クショーを開催しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
トークショーには楡野鈴愛（永野芽郁さん）の⼩学⽣時

代を演じた⽮崎由紗さんと、幼なじみの萩尾律（佐藤健さ
ん）の⼩学⽣時代を演じた⾼村佳偉⼈（たかむらかいと）
君が登場。会場には 350 ⼈の観衆が集まりました。 
  トークショーで⽮崎さんは「岩村での撮影時はまだ寒
く、今⽇はその時とは全然違うけど懐かしいです。特にキ
ャベツを持って商店街を⾛っていたシーンを思い出しま
す」と撮影当時を振り返りました。⾼村君は「短い距離の
⽷電話では話をしたことがあったけど、⻑い距離の⽷電話
は初めてだった。⾵や川の⾳などで鈴愛の声が聞こえにく
いこともあった」など撮影時の裏話やエピソードを話しま
した。テレビでは語られない話を聞くことができ、会場は
⼤いに盛り上がりました。          

第 64 回町⺠ソフトボール⼤会（結果）     
8 ⽉ 14 ⽇（⽕）、岩村グラウンドで、恒例の「町⺠ソフトボール⼤会」が⾏われました。 
試合結果は次のとおりです。 
 
  



          
お知らせ：いわむら秋まつり      

今から 387 年前の寛
永８年（1631 年）を起
源とする「いわむら秋ま
つり神輿渡御⾏列」（岐
⾩県指定重要無形⺠俗
⽂化財）が下記の⽇程で
開催されます。        
【⽇にち】平成 30 年 10 ⽉ 6 ⽇（⼟）9:00〜12:45 
     平成 30 年 10 ⽉ 7 ⽇（⽇）9:30〜12:45 
【⾏ 程】6 ⽇（武並神社→⼋幡神社） 
     7 ⽇（⼋幡神社→武並神社） 
【主 催】岩村町秋まつり⾏事保存会 
【問合せ】恵那市観光協会岩村⽀部 43-3231        
 ※当⽇は「ふくろうまつり」併催。ご来場ください！  

お知らせ：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）で稲刈りを

体験したい親⼦を募集します。参加者には 11 ⽉ 6 ⽇（⽇）
い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。秋空のもと、親⼦で稲刈り体験してみませんか！            

【⽇にち】平成 30 年9 ⽉ 22 ⽇（⼟） 
【時 間】午前 11 時 00 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・お茶など 
【服 装】帽⼦・軍⼿(⼦供⽤）・⻑そで・⻑靴・稲刈り鎌
【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             

実践⼥⼦学園だより              
 8⽉5⽇(⽇)の渋⾕オープンキャンパスに
て、本学と産学連携を⾏っている公益社団法
⼈⽇本相撲協会との課外活動の成果を発表
しました。 
 当⽇は、三保ケ関篤志親⽅（栃栄）と本学
の学⽣が登壇し、オープンキャンパスへ来場
した⾼校⽣やその保護者の前で、商品開発を
⾏う上でのマーケティング結果の報告や、同
商品のプレゼンを⾏い、親⽅から講評をいた
だきました。また、実際に学⽣が開発した産
学連携商品と⽇本相撲協会公式グッズ等の
販売も⾏いました。来場者からは「⼥⼦⼤⽣
の感性で作られたグッズがかわいらしく相
撲が⾝近なものに感じられる」といった声な
どが聞かれ、グッズも完売するほどの盛況ぶ
りでした。 

昨年末、⽇本相撲協会と本学との間で包括
的連携協⼒に関する協定を締結し産学連携
を開始したことを受け、学⽣による⽇本相撲
協会公式グッズのデザイン開発をはじめと
した、本学の持つ研究的知⾒を、相撲⽂化の
発展に⽣かす取り組みがスタートしました。
公式グッズのデザインに関して、⽣活環境学
科・塚原肇教授がデザインを学ぶ学⽣を対象
に、”課外活動”として相撲⽂化とデザインの
コラボレーションを指導。学⽣は、両国国技
館⼀⽉場所での公式グッズの販売⽀援を通
じ、来場者の客層や商品の売れ筋等を研究し
て商品を開発しました。五⽉場所で実際に学
⽣デザインのグッズ（オリジナルコンパクト
ミラー等）を販売したところ売れ⾏きが好調
のため、今後も九⽉場所で新商品を販売する
予定です。 

岩村町の皆様も両国国技館に⾜を運ばれ
た際は、ぜひ、本学学⽣デザインのグッズを
お買い求めいただければ幸いです。       

「⽇本相撲協会×実践⼥⼦」
 学⽣デザインの⽇本相撲協会公式グッズの披露報告会を実施 

発表を⾏った学⽣たちと三保ケ関親⽅、振分親⽅ 

発表会会場では、学⽣たちが開発した 
産学連携商品と⽇本相撲協会の公式グッズが販売された 



      
  
 
                        
 
 
 
                 

              
いわっこクラブ活動紹介        
◯アロマワックスバー作り       

7 ⽉ 23 ⽇（⽉）に、夏休みのスタートとともに、い
わっこクラブのクラフト（アロマワックスバー作り）
を開催しました。ロウを溶かして⾹りを付け、⾙がら
やドライフラワーをかざりつけました。 

いつも保護者サポーターでお⼿伝いいただいている
「友だちのお⺟さん」が先⽣となり、和やかな雰囲気
の中、思い思いのデザインで作り上げました。 

この⽇は、いわっこクラブ OB の中学⽣ボランティ
ア 2 名が参加しました。 

地域の⼤⼈が講師となり、中学⽣がそれをサポート
する。【地域の⼦どもは地域で育む】取り組みとして充
実した 1 ⽇でした。 
 
【今後の予定】    

9 ⽉ 22 ⽇（⼟）稲刈り      
春に⼿植えした稲が実ったので、稲刈りとはざかけ

をします。 
また、稲刈りの後は、城下町ホットいわむらの皆

さんによる五平餅づくり体験があります。お⽶を育て
て、⾷べるをテーマに教えていただきます。       

＜お問い合わせ＞ 教育委員会⽣涯学習課 電話 26-2111(内線 477) ⼦ども教室専⽤ 090-4400-0771 

⽣徒の⼿で創り上げる体育祭 

いわっこ元気だより！ 今⽉は 岩⾢中学校 

今年度の岩⾢中学校の体育祭は「喜怒
哀楽 本⾳で語り合う⼼×思いやる⼼
＝広がる仲間との輪」というスローガン
のもと、全校が⼀丸となって取り組んで
います。体育祭を通して、事前の取り組
みや、競技での勝ちにこだわり、本⾳で
仲間とぶつかり合い、互いを認め、尊重
し合って団結していける集団を⽬指し
ます。 
⽩団は「百花繚乱」をスローガンに、

先輩・後輩関係なく⽩団全員が主役とな
る体育祭をつくりあげます。 
⾚団は「⾵林⽕⼭」をスローガンに、

⾵林⽕⼭の如く、時間厳守で積極的に全
⼒で⾏動し勝ちにこだわっていきます。
練習は初⽇から熱気をおびています。

9 ⽉ 8 ⽇（⼟）はぜひ、そんな姿を⾒に
来て下さい。 

アロマワックスバーづくり 

9 ⽉ 22 ⽇（⼟）は稲刈り体験 

平成 30 年度 体育祭スローガン 校⻑先⽣より団旗の授与 

⽩団応援練習 ⾚団応援練習 



           
恵那市観光協会岩村⽀部からのお知らせ     
「半分、⻘い。」番組展、⼤盛況 !! 〜「半分、⻘い。」放送終了まで展⽰します！〜 

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
れています。 

“東美濃市・梟町・ふくろう商店街”という架空の商店街に
設定した⻄町商店街や河川公園、やすだや洋品店などでもロ
ケが⾏われました。 

「半分、⻘い。」番組展は、「勝川家」にて４⽉の放送開始
から無休にて開催しておりますが、番組終了をもって閉設し
ます。１ヶ⽉を切りましたので、お⾒逃しのないようぜひ「勝
川家」へお⽴ち寄りください。 

等⾝⼤のパネルでツーショット写真も撮れます。 
観光協会岩村⽀部では、「半分、⻘い。」のロケ地として、 

新しい観光資源として、これからもＰＲしていきます。 
 

＜連続テレビ⼩説「半分、⻘い。」番組展＞ 
  開催期間  平成 30 年９⽉ 29 ⽇（⼟）まで 

 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     

  
(⼀社)恵那市観光協会岩村⽀部(岩村町観光協会) “えなてらす、いわむら。”  

TEL/FAX 43-3231 (町並みふれあいの舘内)          

いわむら歴史再発⾒ vol.49        
〜城下町の貴重な遺構・江⼾町の侍⻑屋〜     
 江⼾町には、前回紹介した遠⼭家のほかにも、たいへん貴
重な建物が残されています。それは、江⼾町の台地の北端、
ＮＴＴの建物の北にある３棟の⻑屋です。 
 江⼾時代の城下町では、町の出⼊り⼝のところには、必ず
⻑屋が配置されていました。⻑屋には、下⽬付家、与⼒、同
⼼など、今で⾔えば警察官にあたる職務の藩⼠が居住してい
ました。⻑屋は、単なる住まいではなく、町の要所に置かれ
た警察官駐在所でもあったわけです。 
 岩村では、柳町、⽇の出町、新市場、新屋敷に⻑屋が配置
され、岩村の町の治安を守っていました。江⼾町の場合も、
幕末の侍町の拡張に伴い、それまで⽇の出町であった城下町
の出⼊り⼝が江⼾町に移動したことから、城下町のセオリー
に従って⻑屋を配したものです。 
 江⼾時代には30棟以上あったこうした⻑屋も、今では江⼾
町の３棟が残るのみです。また、全国の城下町を⾒渡しても、
現在まで残っているのは⾮常に稀です。すべて確認したわけ
はありませんが、県内ではここだけ、東海地⽅でも松坂など
にあるだけだと思います。 
 江⼾町の⻑屋は、新道と交わる路地を設け、その両側に六
軒続き１棟、４軒続き１棟、三軒続き２棟の計４棟が建てら
れました。現在は、このうちの３棟が残っています。 
 ⻑屋の路地に⽴ってみると、正⾯に妙法寺本堂と岩村城を
並んで仰ぎ⾒ることができます。この路地は、本通りや椿の
⾺場と同じように、お城が望⾒できるように設計されていた
のです。            （恵那市職員 三宅唯美）     

長屋の路地から望見した城山と妙法寺本堂 



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⽉の予定をお知らせします       

◯いっしょにいこまい会 
９⽉２１⽇（⾦） 10:30〜 
五平餅会 会費 300 円 

（焼きたてを皆さんでいただきます。）                             
◯健康トレーニング（⼀回５００円） 

 ☆★★予約不要☆★☆                   
１１    １１9 ⽉ 12 ⽇(⽔) 13:30〜15:00 
１１１１１１9 ⽉２6 ⽇(⽔) 13:30〜15:00 
10 ⽉ 10 ⽇(⽔) 13:30〜15:00       

◯毎週⽕曜⽇は「親⼦遊びの場」の開設    
９⽉ ４⽇(⽕) おやつ作り        
９⽉１１⽇(⽕) リズム遊び・読み聞かせ 
９⽉１８⽇(⽕) 歌って・踊って遊ぼ    

１０⽉ ２⽇(⽕)  おやつ作り      
◯第３回ふれあいサロン交流会 

１０⽉１９⽇(⾦) 13:00〜 
 「劇団さむらい」が岩村コミュニティセンターにやってきます。⼊場料は無料です。 

是⾮、ご来場ください！         
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                                                 

７⽉２８⽇（⼟）に、当校にて「夏
まつり」を開催しました。台⾵の影
響で開催が危ぶまれましたが、当⽇
は、⼩⾬降る曇り空から晴れ間も⾒ 
える天気に恵まれた「夏まつり」となりました。 

そして、岩村城⼥太⿎のみなさんに演奏していた
だき始まった「夏まつり」は、今年も盛り上がりま
した。当校⾼等部⽣徒が作成した器などの焼き物や
カッティングボードなどの⽊⼯製品、ポーチやバッ
グなどの縫製製品、⼿作りせっけんなどの販売や、
カフェコーナー、⾷べ物バザー、遊びのコーナーな
どでは、当校の児童⽣徒や保護者、そして地域の皆
様と多くの⽅にお越しいただきました。また、皆様
とのふれ合いも⼼温まるもので、当校が多くの⽅々
に⽀えられていることを深く感じる機会となりま
した。同⽇、「城⼭清掃」に参加の予定でしたが、
⾜元が悪いため当校は校内清掃に変更しました。今
後も、地域の皆様のご理解とご⽀援をいただきなが
ら良き学校を⽬指していきたいと思います。 
当⽇は、地域の多くの⽅にご⽀援とご協⼒をいただ
き、この場をお借りして、お礼申し上げます。本当
にありがとうございました。    

親⼦遊びの場プール遊びの様⼦ 

     
みなさん、 

福祉センターへ 
お越しください！



                        
       
 
 
              
◯コミセン岩村町⽂化振興会より       

８⽉４⽇（⼟）５⽇（⽇）いわむら夏祭り協賛事業としまして作品の
展⽰を⾏いました。       

場所 団体 内容
勝川家 カトレア会 絵⼿紙展⽰

⽊村邸 いわむら⼀斎塾 特別展 ⻄郷どんと佐藤⼀斎
⾔志四録展

⼟佐屋 ⽵酔会 ⽵細⼯
岩村陶芸教室 陶芸作品展⽰      

多数のご来場、ありがとうございました。 
  
◯後期市⺠講座の受付が始まります（全７講座）       

＊８⽉３１⽇（⾦）からコミュニティセンターでガイドブックを配布い 
たします。 

＊講座の申込み受付は ９⽉８⽇（⼟）午前９時から 
＊講座の申込み締切は 9 ⽉30 ⽇（⽇）午後５時まで 

までです。     
みなさまのお申込をお待ち申し上げます。        

講座 回数
たのしい親⼦ヨガ  全６回
ボンドで作るつまみ細⼯ ステップ１  全３回
ボンドで作るつまみ細⼯ ステップ２ 全３回
ぴんしゃんウォーキング 全６回
おもしろ歴史講座 全３回
⼦ども料理教室 おいしいスイーツ作り 全３回
⽇本⼑を学ぶ  全５回

 
          

 
                                      
 
 
  

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

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION 

岩村コミュニティセンター使⽤予定 
(9⽉)       

９⽉ ６⽇（⽊）  幼児期の家庭教育いわむら学級 
９⽉１４⽇（⾦） 無料法律相談 
９⽉１５⽇（⼟） いわむら⼀斎塾特別公開講座 
９⽉１５⽇（⼟） 恵那ことぶき結婚相談所 
９⽉１６⽇（⽇） コミュニティセンター周辺清掃 
９⽉１９⽇（⽔） 年⾦相談       

         
乳幼児期の家庭教育   

いわむら学級     
「⼦育てＱ＆Ａサロン」       

９⽉６⽇（⽊）午前９時から12 時ま
で、⼤会議室にて開催します。 
お⺟さん同⼠の交流を通して⼦育ての悩
みなどを、家庭教育指導員の先⽣を交え
て話し合います。 

     
平成３０年８⽉1 ⽇現在の⼈⼝・世帯表              
総数 4,945 ⼈ （▲15） 〈▲85〉

男性 2,389 ⼈ （▲8） 〈▲45〉

⼥性 2,556 ⼈ （▲７） 〈▲40〉

世帯 1,866 世帯 （▲4） 〈+11〉
（ ）内は前⽉との⽐較〈 〉は前年同⽉⽐   

4 ⽉に岩村町の⼈⼝の総数が5,000 ⼈を下回りました。 
ここ１年では85 ⼈も⼈⼝が減っています。（対前年同⽉） 
このままの推移で今後10年で800⼈から1,000⼈減少し、 

リニアが開通する頃（2027 年〜2028 年）には、 
4,000 ⼈を下回ると予想されます。 




