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広報いわむら

＊L1 RALLY in 恵那 今年も！
＊旧岩村振興事務所でマルシェ試行中
＊１２／８トラクターイルミネーション
＊１０／２７岩邑小の土曜授業（いわむら五っこ）

ホットいわむらだより

ホットいわむらオリジナル「あんじゃ⽶」収穫！

超〜うんま！！

平成 30 年 5 ⽉ 19 ⽇（⼟）に、⼩学⽣や外国⼈観光客ら 70 名と⽥植えをしたホットな⽥んぼに実りの秋が
やってきました！⼼をコメて作った「あんじゃ⽶」を、次から次へとやってくる台⾵にも負けることなく、予
定通り、9 ⽉ 22 ⽇（⼟）に収穫することができました。
「あんじゃ⽶」は、11 ⽉ 4 ⽇（⽇）から、
「えなてらす、いわむら。
（まち並みふれあいの舘）
」または、
「お
へそストア（旧⽴花屋）
」で販売しています。値段は２㎏が 1,000 円、3 ㎏が 1,300 円。
ぜひ、ご賞味ください！贈り物にも最適です！
佐藤⼀斎

⼀斎先⽣が⾔われました
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今⽉のひとこと（11 ⽉）

かい

『晦に処る者は能く顕を⾒、顕に拠る者は晦を⾒ず』
（⾔志後録）
暗いところにいる者は、明るいところをよく⾒ることができる。しかし、明るいところにいる者は
暗いところを⾒ることはできない。下にいる者は上にいる者のことがよく⾒えるが、上の者は下の者
のことがよく⾒えない。上に⽴つ者は、常に⾃分をしっかりとさせ、正しい道を歩んでいるか常に気
をつけねばならない。
ＮＰＯ法⼈いわむら⼀斎塾

10 ⽉ 27 ⽇（⼟）岩⾢⼩学校児童 206 名が いわむら五っこ で体験授業
いわむら五っこ HP http://iwamura55.com/

ヌメ⾰で作るレザークラフト体験

紙のステンドグラス〜ローズウインドウを作りましょう

伝統⼯芸！てぬぐいを綺麗な藍⾊と素敵な柄に染めてみよう

とんとん！ぐるぐる！

ストリングアート〜

かわいいサンキャッチャー作り

⽊っ端で★mini ロボットづくり＆加納家のお話し

Hanairo ガーデンの花でテーブルフラワーを作りましょう

⽊に触れてあそぶ！電動⽷のこと紙やすりでペンダントをつくろう

12/2 ⼥性 RALLY L1 RALLY in 恵那
12 ⽉ 2 ⽇（⽇）、昨年、世界初の⼥性ラリーとして
開催された「L１ RALLY in 恵那」が今年も恵那市で開
催されます。
会場は、恵那市役所をスタート・フィニッシュとする
約 120km。SS 区間（スペシャルステージ：出場⾞が
猛スピードでタイムを競う区間）は、①東濃牧場（2.43
㎞）と②根の上⾼原（4.53 ㎞）に設けられます。
岩村町では、午前 9 時 50 頃から、岩村本通りの新
町から⻄町庚申堂前（枡形）の区間でクラシックカーが
展⽰され、午前 10 時 10 分頃から午前 11 時頃の間、
⻄町庚申堂前（枡形）で、ラリーの出場選⼿紹介があり
ます。←みどころ！
上記により、岩村本通りの新町から⻄町庚申堂前（枡
形）の区間が、午前 9 時 30 分から 12 時まで、⾞輌通
⾏⽌めとなります。地域の皆様の、ご理解と、ご協⼒を
よろしくお願いたします。
◯主催：モンテカルロオートスポーツクラブ（MASC）
◯共催：コルトモータースポーツクラブ岐⾩（CMSC 岐
◯共催：⾩）
、ラックスポーツ（LUCK SPORT）、Love
◯共催：drive
◯主管：⼀般社団法⼈ WOMEN IN MOTORSPORT
◯後援：岐⾩県恵那市、FIA/JAF WOMEN IN
◯後援：MOTORSPORT、⾃由⺠主党モータースポーツ
推進議員連盟、JMRC 中部
詳しい情報は、公式 HP:http://www.ena-rally.com/ をご覧下さい！

エルワンラリー で検索

旧振興事務所でふくろうマルシェ試⾏中

まちなか⼦ども作品展開催中！

【開催概要】
架空のまち、東美濃市梟町のある岩村振興事務所庁舎
駐⾞場で開催されるマルシェです。庁舎の今後の利⽤⽅
法などを検討する⼀環の中でマルシェを開催します。

岩村こども園・岩⾢⼩学校・岩⾢中学校・恵那特別⽀
援学校の⼦どもたちが制作した絵や型紙などの作品が展
⽰されており、普段は学校内に展⽰をさていますが、学
校を⾶び出してまちなかで展⽰される貴重な機会です。
⼦ども達の⼒作揃いの作品を、是⾮この機会にご覧下
さい。

10⽉20⽇（⼟）から、⼟曜⽇・⽇曜⽇・祝⽇（時間は
10:00〜15:00）に岩村振興事務所庁舎の駐⾞場の⼀部
を使って「ふくろうマルシェ」を開催しています。

主催･問合せ：城下町ホットいわむら（岩村コミセン内）
〔電話〕0573-43-2111（平⽇9:00〜11:00）
〔FAX〕0573-43-0159
〔E-mail〕info@hot-iwamura.com

10⽉27⽇（⼟）から11⽉12⽇（⽉）まで、岩村本通
りの勝川哲男様宅と勝川家（いずれも本町五丁⽬）にて
「まちなか⼦ども作品展」が開催されています。

主 催：城下町ホットいわむら
事務局：岩村振興事務所 電話 43-2111

トラクターイルミネーション in 富⽥

第 46 回 町⺠運動会 晴れやかに！

12 ⽉ 8 ⽇（⼟）18:00〜21:30 富⽥会館で、もはや冬の
富⽥の恒例⾏事となった「トラクターイルミネーション in 富⽥」が開
催されます。今年は１DAY です。

10 ⽉ 21 ⽇（⽇）、岩村グラウンドで第 46 回町⺠運動
会が、秋晴れの気持ちよい天候のなか、開催されました。
⼤会の結果は、下記のとおりでした。

今年は、NHK 連続テレビ⼩説「半分、⻘い。」にちなんで、メイ
ンツリーが半分⻘くライトアップされます！お楽しみに！
中学⽣以下の先着 200 名様にお菓⼦が無料配布されます。
その他、温かい飲み物や⾷べ物のバザーがあります。
是⾮、ご来場ください！

勝川勇作⽒は、⾦物商で財を成しましたが、実⼦が無く、⾃分
が貯えた全財を岩村の⼦ども達の為に提供しました。親戚・友⼈
等で財団法⼈を⼤正 13 年に設⽴し、奨学⾦を六⼗余⼈に給
付しました。第⼆次世界⼤戦後は、経済的混乱により、⼀端は休
⽌しましたが、「岩村町育英財団」に改編し再開し、百五⼗余名
に貸与し、若者達の進学に寄与しました。
これらの功績を顕彰するために、勝川勇作顕彰会により、実家
であった勝川家の⼀隅に、碑⽂が建⽴されました。

準優勝：三区

⼩中学⽣リレー男⼦の部優勝：⼭上
⼩中学⽣リレー⼥⼦の部優勝：三区
分団対抗リレー優勝：三区

勝 川 勇 作 翁 顕 彰 の 碑 ︵全⽂︶

平成 30 年 10 ⽉、岩村の教育⽂化を陰で⽀えた 「勝川勇
作翁」の顕彰碑が、勝川勇作顕彰会により、勝川家の庭内に建
⽴されました。

優 勝：⽯畑

翁は勝川勘吉の次男として万延元︵⼀⼋六〇︶年に⽣まれ、独⽴
して本町で⾦物業を営み明治⼤正期に繁盛し⼀財をなした。
しかし、実⼦に恵まれなかったため、末期にあたり、⾃らが貯え
た私財を全て町内⼦弟の為に育英資⾦として活⽤することを託して
⼤正⼗三︵⼀九⼆四︶年に没した。
友⼈親戚等で﹁勝川家育英財団﹂を創設し六⼗余名の⼦弟がその
恩恵に浴することが出来た。第⼆次⼤戦後は経済的混乱により育英
事業の維持は困難となり中⽌に⾄ったが、財産管理は続けられた。
昭和四⼗六︵⼀九七⼀︶年に岩村町の⽀援によって﹁ 岩村町育英
財団﹂に改編し、育英事業を再開した。この事業により百五⼗余名
の若者に学業の⽀援を⾏なうことが出来た。
平成⼆⼗︵⼆〇〇⼋︶年、財団の資⾦を﹁恵那市奨学資⾦﹂に拠
出し、残⾦で岩村町に関わりのある若者の芸術作品を買い上げ公共
機関に寄附を⾏い、翁の遺志を継続することが出来た。
ここに翁に感謝の意を表し、この碑を建⽴する。
平成三⼗年⼗⽉
勝川勇作顕彰会

勝川勇作翁の顕彰碑が勝川家に建⽴

【総合】

実践⼥⼦学園だより
学祖・下⽥歌⼦から受け継ぐ
メイポールダンスを中学校運動会で披露
10 ⽉ 7 ⽇（⽇）秋晴れが広がる中、実践⼥⼦学園中
学校の運動会が開催されました。本学では「メイポールダ
ンス」を中学 3 年の⽣徒が運動会で伝統的に披露していま
す。
「メイポールダンス」は、イギリス発祥の⺠族舞踊とも
いわれ、ヨーロッパやアメリカ・カナダなどで 5 ⽉の春の
訪れを祝う踊りです。本学の学祖・下⽥歌⼦は 1893 年（明
治 15 年）に欧⽶先進国に⼥⼦教育の範を求めるため、明
治政府によってヨーロッパに派遣されました。イギリスを
はじめ欧州各国の視察を⾏う中で「メイポールダンス」を
⾒た学祖がその踊りを本学に伝えました。
運動会では、たくさんの先輩や後輩が⾒守る中、地⾯の
中⼼に⽴てられたポールの先端につるされた紅⽩の細⻑
いリボンを⽣徒⼀⼈ひとりが持ち、円を描くように軽やか
にステップを踏んでいくと、リボンが美しい模様を描きな
がらポールの先端に編み込まれていきました。その様⼦を
みた学⽣や保護者からは「綺麗！」
「素晴らしい！！」と
いった感嘆の声が上がりました。
これからも私たちは学祖が伝えてくださった「メイポー
ルダンス」に誇りを持ち、未来の後輩たちへと受け継いで
いきます。

いわむら歴史再発⾒ vol.50
〜城侍屋敷に偽装した岩村城の守りの要〜
岩村城絵図には、本丸の南側、帯曲輪の外に⼆つの⼩さな侍
屋敷が描かれています。そうでなくとも守りが⼿薄な帯曲輪に
わざわざ⾨を作り、屋敷地を設けるのはとても不⾃然なことで
す。実際に、岩村城未訪の⽅に城絵図をお⾒せしたら、「ここ
から攻めると楽勝だね」と⾔われたこともあります。
実は、侍屋敷とは仮の姿で、この２個所は⽔晶⼭、⽊ノ実峠
⽅⾯の守りの要となる場所なのです。
まず「儀？？屋敷」
（剥落のため読めません）
。ここは現在で
は「南曲輪（仮称）」と呼ばれています。皆さんご存じのよう
に、断崖絶壁の中で唯⼀のルートである尾根筋を、城内最⼤の
⼤堀切で断ち切って防御している場所です。想定される戦い
は、堀切を渡ろうとする敵を鉄砲で迎撃して阻⽌することです
が、本丸や帯曲輪からでは距離が遠く死⾓もあって⼗分な射撃
ができません。そこで堀切の正⾯に⼩曲輪を設けているわけで
す。
次の「越兵衛屋敷」はもっと重要で、写真のように、観光道
路が帯曲輪に取り付くところにありました。観光道路の尾根は
背後の⽔晶⼭とつながっており、岩村城を攻めるときには誰で
も最初に⽬を付ける場所です。実際に、天正３年（1575）の
織⽥軍による岩村城攻めでは、織⽥信忠の本陣は⽔晶⼭に置か
れました。
今は道路のために分かりませんが、この尾根には、地形から
勘案すると、２本以上の⼤堀切があったと考えられます。越兵
衛屋敷はその正⾯に置かれたのです。⽂字通り最前線の拠点で
すね。
（恵那市職員 三宅唯美）

現在の越兵衛屋敷。曲輪の一部がわずかに残っている

享保３年絵図に描かれた屋敷地。屋敷名は明和３年絵図による。

いわっこ元気だより！

今⽉は

岩村こども園

暑かった夏のプール遊びを終え、⼦ども達は 10/13（⼟）に⾏われた、
運動会に向けて、毎⽇元気いっぱい練習してきました。
友達や保育⼠と⼀緒に競技や遊戯など、ちょっと難しい事へも挑戦し
「できた！」の体験をした⼦ども達。お家の⽅からたくさんの応援をも
らい運動会では、うんと成⻑した姿を⾒せてくれました。
10/16（⽕）今年も富⽥の服部さんの畑でさつま芋を掘らせてもらい
ました。近所の⽅にも⼿伝って頂き、たくさんの芋を収穫しました。焼
き芋の⽇には壮健クラブのおじいちゃんおばあちゃんと⼀緒に⾷べる
ことを楽しみにしています。
10/18（⽊）には ALT のジェームス先⽣にハロウィンの話を聞きまし
た。紙コップでお化けを作ったり、富⽥の吉村さんに頂いた、⼤きなカ
ボチャでランタンを作り、ハロウィンを楽しみました。

いわっこクラブ活動紹介
9 ⽉ 22 ⽇（⼟）稲刈り

5 ⽉に⽥植えをした稲が⻩⾦⾊に⾊づきま
した。実が⼊って垂れ下がった稲を、鎌を使
って刈り、はざかけを⾏いました。刈った稲
の束ね⽅を教えてもらいましたが、とても難
しく、すぐにバラバラになってしまいます。
体験後、五平餅にタレをぬり、炭⽕で焼いていただきま
した。
ホットいわむらの皆さん、⾷⽣活改善推進員の皆さん、
準備からご指導までありがとうございました。

10 ⽉ 1 ⽇（⽉）おかげまつりの準備

おかげまつりで販売するポン菓⼦の商品タグを作りまし
た。細かい作業で⼤変でしたが、上級⽣がリードして作り
上げました。

11 ⽉ 4 ⽇（⽇）おかげまつりに参加します

おかげまつりのこども横丁で、ポン菓⼦屋さんのお⼿伝
いをします。⽥植えと稲刈り体験をした、あんじゃ⽶のポ
ン菓⼦です。ぜひ、お買い求めください！
＜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

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１１⽉の予定をお知らせします
◯美容・健康トレーニング

みなさん、
福祉センターへ
お越しください！

予約不要（⼀回５００円）
11 ⽉ 14 ⽇（⽔）13:30〜15:00
11 ⽉ 28 ⽇（⽔）13:30〜15:00
12 ⽉ 12 ⽇（⽔）13:30〜15:00

◯毎週⽕曜⽇には、
「親⼦遊びの場」の開設
11 ⽉ ６⽇(⽕) ハロウィン⽤おやつ作り
11 ⽉ 13 ⽇(⽕) リズム遊び・読み聞かせ
11 ⽉ 20 ⽇(⽕） 歌って遊ぼ
12 ⽉ ４⽇（⽕） クリスマス⽤おやつ作り

◯いっしょにいこまい会
11 ⽉９⽇(⾦）

遠⾜

秋の味覚買い物・⾷事ツアー

要予約（参加費１,０００円）
１０：００ 岩村福祉センター発
※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。

いこまい会五平餅会で、
デマンドバスの説明を受けました

◯ケアマネージャーの講話
12 ⽉７⽇（⾦）

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
９、１０⽉に実施した、当校⼩学部と中学部の修学
旅⾏をご紹介します。
中学部３年⽣は、９⽉１９⽇（⽔）
・２０⽇（⽊）・
２１⽇（⾦）に、東京⽅⾯へ修学旅⾏に⾏きました。
新幹線で東京に向かい、東京の街並み探索や NHK ス
タジオの⾒学、ディズニーランドやお台場⾒学等、盛
りだくさんの⽇程で、２泊３⽇を楽しんできました。

⼩学部修学旅⾏

また、⼩学部６年⽣は、１０⽉４⽇（⽊）
・５⽇（⾦）
に、名古屋⽅⾯へ修学旅⾏に⾏きました。⼀⽇⽬の「名
古屋港⽔族館」では、イルカショーを⾒たり、きれい
な⿂たちを⽬の前で観察したりして、友達と感動や驚
きを共有する体験ができました。⼆⽇⽬の「レゴラン
ド」でも友達と楽しい時間を過ごし、楽しい思い出を
たくさん作って、元気に帰ってくることができまし
た。

中学部修学旅⾏

「学校祭のお誘い」
11 ⽉９⽇（⾦）、10 ⽇（⼟）に当校の学校祭『知新祭』を⾏います。体育館での各学年・学級のステージ発表や作品
展⽰に加え、ロックビレッジバザール（作業製品バザー、作業作品販売体験）も⾏います。みなさんお誘い合わせの
上、お出かけください。

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION

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

◯観光案内講座「ちょっと昔の岩村を勉強しませんか」
観光案内講座 「ちょっと昔の岩村を勉強しませんか」 を開催いたします。
今回は、岩村歴史資料館前を出発して、岩村城跡へ向かいます。講師の解説を聞きながら、
城⼭を登ります。
郷⼟の誇り 岩村城の魅⼒を 再発⾒しましょう。
【⽇ 時】

11 ⽉ 17 ⽇（⼟）午前９時

集合・出発

【場 所】 岩村歴史資料館前
【参加費】 無料
【持ち物】 タオル、飲み物、筆記⽤具
（動きやすい服装でご参加ください）
※⾬天の場合は、資料館内での講義になります。

◯おかげまつりの お餅つき
⻘少年育成町⺠会議の恒例企画 お餅つき を、今年も開催いたします。
【⽇ 時】11 ⽉４⽇（⽇）１回⽬：11 時〜 ２回⽬：12 時〜
【場 所】巌⾢天満宮前
できたてのお餅は、皆様に無料で配布します。

◯乳幼児期の家庭教育いわむら学級
良い⼦の所にサンタさんがやって来る！！
良い⼦にはサンタクロースさんからのプレゼントがあるよ。
【⽇ 時】12 ⽉６⽇（⽊）午前９時〜午後 12 時
【場 所】岩村コミュニティセンター ⼤会議室にて

岩村コミュニティセンター使⽤予定
(11⽉)
11 ⽉ ４⽇（⽇）
11 ⽉ ９⽇（⾦）
11 ⽉１７⽇（⼟）
11 ⽉１７⽇（⼟）
11 ⽉２２⽇（⽊）
12 ⽉ １⽇（⼟）
12 ⽉ ２⽇（⽇）

恵那南⾼等学校オータムコンサート
無料法律相談
岩⾢⼩・中学校合同資源回収
ことぶき結婚相談所
年末調整説明会
岩⾢中学校 合唱祭
Ｌ１ラリー

平成３０年 10 ⽉ 1 ⽇現在の⼈⼝・世帯表
総数

4,938 ⼈

（▲3）

〈▲84〉

男性

2,386 ⼈

（▲5）

〈▲44〉

⼥性

2,552 ⼈

（＋2）

〈▲40〉

世帯

1,874 世帯

（+5）

〈+19〉

（ ）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 84 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。

