
   

   

 

 

 

 

 

 
                         

      
11 ⽉ 4 ⽇（⽇）、岩村本通りで「2018 いわむら城下おかげまつり」と「ふくろうまつり」が開催されました。

毎年恒例のこのイベントですが、今年は連続テレビ⼩説「半分、⻘い。」で岩村町が盛り上がったことを感謝し
『ありがとう「半分、⻘い。」』というテーマで開催。岩村本通り⼀帯にたくさんの雑貨や飲⾷などの出店が並
び、約 17,000 ⼈の来場者の⽬と⾆を楽しませました。 

  「ふくろうまつり」も併催され、ドラマの町並みや昭和の雰囲気を再現。昔懐かしい「がらぽん」や半分
⻘い綿あめなどを楽しみました。ドラマに登場した「岐⾩⽝」のぬいぐるみ（現物）も登場し、写真を撮影し
たり話し掛けたりする⼈でにぎわっていました。【次⾴特集】                    
⼀斎先⽣が⾔われました         

今年の『⾔志祭』には、岩⾢⼩学校の６年⽣３８名が参加してくれた。 
『⾔志四録』から⼦どもたちが好きな４つの⾔葉を元気よく⼤きな声ではっきりと群読してくれ、

参加された⽅たちに⼤きな感動を与えてくれた。ありがとう。 
さて、今⽉の⾔葉は、「信を⼈に取ること難(かた)し。⼈は⼝を信ぜずして躬(み)を信じ、躬(み)を信
ぜずして⼼を信ず。是(これ)を以(もっ)て難(かた)し。」（⾔志録１４８） 
⼈は、⼝や⾏動で信⽤するのではなしにその⼈の「⼼」を信⽤するものだね。 

⼈から信⽤されるということは難しいものだ。          ＮＰＯ法⼈いわむら⼀斎塾    
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ほっと・ホット・もっと 

ホットいわむらだより 

 

＊おかげまつり＆ふくろうまつり特集 

＊12/8 トラクターイルミネーション 

＊恵那南高校６次産業教育 

ホットいわむらだより 1 月号はお休みします 

佐藤⼀斎 今⽉のひとこと（12 ⽉）

ありがとう！「半分、⻘い。」！いわむら城下おかげまつり＆ふくろうまつり 



ありがとう！「半分、⻘い。」いわむら城下おかげまつり＆ふくろうまつり    
いわむら城下おかげまつり・ふくろうまつりでは、「しゃべる岐⾩⽝」や「フレーム絵や⽂字を書き⼊れ、そのフレ

ームに納まって記念撮影ができる「アイデア写真」のコーナー」など、様々な企画やアトラクションが催されました。
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                

岐⾩⽝！話しかけると返事が！ ⽕災予防パレード

ゆかりの郷市町村による特産品販売

安岐太⿎の皆さんによる練り歩き「半分、⻘い。」綿菓⼦に⾏列が！

中京⾼校の⽣徒さんによるボランティア 旧岩村事務所でごった返すバス

フレームにおさまり「アイデア写真」



        
第 17 回いわむら城下町のひなまつり   

平成 15 年に始まり、来春で 17 回⽬を迎える「いわむ
ら城下町のひなまつり」は、平成 31 年 3 ⽉ 1 ⽇（⾦）
から 4 ⽉ 3 ⽇（⽔）まで賑やかに開催予定です！！ 

地域の⼿作りイベントとしてお客様に楽しんで頂ける
よう、「いわむら城下町のひなまつり賑わい構想委員会」
が準備を始めました。期間中は様々なイベントを開催予
定です。詳しい内容は、順次お知らせしますのでご期待
ください！     

       

募集 
ひなまつり賑わい構想委員会では、①ひなまつりを舞台に
何かにチャレンジしたい⽅ ②イベントのスタッフ な
ど、ひなまつりを⼀緒に盛り上げて下さる「仲間」を募集
しています。 
ご連絡は岩村振興事務所まで（電話 43-2111）          
トラクターイルミネーション in 富⽥   

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。   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                
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！       

おかげまつりの御礼とご報告(協賛⾦)           
11 ⽉ 4 ⽇（⽇）に開催された「いわむら城

下おかげまつり」は、皆様のご理解とご協⼒
により、無事にまつりを終了することができ
ました。厚く御礼申し上げます。 

また、たいへん多くの皆様からのご協賛を頂きました。
皆様の温かいご⽀援に重ねて御礼申し上げます。 
 本イベントへのご協賛⾦について、下記のとおり、ご報
告させて頂きます。       

協賛⾦（件数）41 件 （⾦額）152,000 円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
いわむら城下おかげまつり実⾏委員会 委員⻑ 松浦史和

第 17 回いわむら城下町のひなまつり 
イベントスケジュール【予定】  

⽇にち 曜⽇ イベント 
3 ⽉ 3 ⽇ ⽇ オープニングイベント 

10 ⽇ ⽇ がんどうちラリー 

17 ⽇ ⽇ 恵那・岩村まちなか市 
春のクラフトフェア 

24 ⽇ ⽇ ⾳楽祭 
30 ⽇ ⼟ 宵のひなまつり 

 
 
 
 
 

ねんどびなづくり体験！ 
ひなまつりの開催期間中、勝川家に展⽰する「ねんど

びな」を作る体験に参加しません？  
保護者の⽅のお⼿伝いがあれば、保育園児でも楽し

んで作ることができます！ 
尚、作品のコンテストを⾏い、優秀作品には、表彰が

⾏われます。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（⽇ 時）平成 31 年 1 ⽉ 2７⽇（⽇） 
13:30〜15:00     

（場 所）岩村コミュニティセンター ⼤ホール 
（参加費）無料 ※申込み不要 
（主 催）いわむら城下町のひなまつり賑わい構想委員会

 

岩村町ふくろう商店会 
瀬⼾⽯油店、岩村醸造㈱、深萱安信 
⼭上哲司、松浦軒本店、㈱東濃建材、エコー⾐料品店 
エコノ中垣、岩村町獅⼦舞保存会、かんから屋 
太⽥道⼦、⽥中清明、すみれ理容、花林、勝川哲男、 
安藤⽣花店、スポーツショップニシオ、弘法屋、みつば、
両楽、⼭丸屋、居酒屋殿、伊佐地陽⼀、藤井輝彦、 
⾏政相談員（⼭本耕嗣）、きままや 
⻄尾百合、⻄尾咲、⻄尾和洋、樋⽥敬、かごや、 
きおかや、⼭村硝⼦、かわい、グリーンハーブ、 
河合利信、かどや、川崎夏希、匿名 1 名 
消防団（投げ餅） 

【敬称略】 



 
         
戦国宝探し in 東美濃の⼭城    

〜東美濃に眠る三宝〜            
 10 月１⽇（⽉）から１⽉６⽇（⽇）まで、戦
国宝探し in 東美濃の⼭城〜東美濃に眠る三宝〜
が開催されています。 

 戦国宝探しは、岐⾩の宝ものに認定されている
「岩村城」「苗⽊城」「美濃⾦⼭城」の、恵那市・
中津川市・可児市を謎解きしながら巡るラリー企
画です。参加費は無料。 

まずは、まち並みふれあいの舘でパンフレット
を⼊⼿してください。パンフレットに記載の
「謎」をそれぞれの城跡や城下町等に隠されたヒ
ントをもとに解き明かしていきます。 

各エリアの謎解きに成功し、発⾒報告所に報告
すると、クリア賞として各箇所の先着 600 名様に
「特製⼭城マグネット」がプレゼントされます。
また、全エリアをクリアすると下記の商品が当た
る抽選に応募ができます。 

是⾮、チャレンジしてみてください！ 

 

 

 

                                          
問合せ：まち並みふれあいの舘 

（観光協会岩村⽀部） 電話 43‐3231     
恵那南⾼校６次産業教育 加⼯作業・販売実習 

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 ⽉には「草刈り作業」、7 ⽉「夏季剪定作業」、8 ⽉
「収穫ネット設置作業」、9 ⽉「収穫作業」を⾏いまし
た。そして 1 年⽣は栗の渋⽪むきに苦戦しながらの⽪む
き作業を⾏いました。 
2 年⽣は恵那川上屋さんの指導で、1 年⽣がむいた栗でシ
ロップ煮作りを⾏いました。        
 この 6 次産業教育は 3 年⽬を終え、その感謝を込めて
恵那市在住の⽅々に、ワクワクしていただける成果発表
として「わくわくイベント（あなたの⼼に夢を広げる）」
と題して下記のことを⾏います。    

恵那栗を使ったケーキの盛り合わせとドリンク 
【ワンプレートケーキカフェのお知らせ】 

⽇にち：プレ開催 平成 31 年 1 ⽉ 26 ⽇（⼟）午前 11 時から 
        本開催 平成 31 年 2 ⽉ 9 ⽇（⼟）午前 11 時から 

場  所：⽇本⼤正村浪漫亭カフェ 
内  容：1０種類以上のケーキの盛り合わせとドリンク 
料  ⾦：1,200 円（チケット制・前売り） 
販売⽣徒：恵那南⾼校ビジネス系列 3 年次 29 名 
問い合わせ先：県⽴恵那南⾼校 54－2537 ⼩島     

 
     

 （1 年⽣⽪むき作業）        （2 年⽣加⼯作業） 

 
A 賞：JTB 旅⾏券 30,000 円分 ほか 
B 賞：湯の華アイランド回数券(5 枚) ほか
C 賞（可児市）：明智光秀クッキー ほか 
C 賞（恵那市）：菊⽜蒡漬 ほか 
C 賞（中津川市）苗⽊城伝説絵巻 ほか 



                 
実践⼥⼦学園だより 
実践⼥⼦⼤学・実践⼥⼦⼤学短期⼤学部の学園祭（常磐祭）を開催しました 
 
実践⼥⼦⼤学・実践⼥⼦⼤学短期⼤学部の常磐祭が渋⾕キャ

ンパス（10/13・14）、⽇野キャンパス（11/3・4）で⾏わ
れました。 
 
 ⼤学・短⼤の常磐祭は、渋⾕キャンパスでは 5 回⽬、⽇

野キャンパスでは 62 回⽬の開催となりました。本年の両キ
ャンパスの共通テーマは「あなたの思い出の中に」。各キャン
パスのテーマは、渋⾕が「TOY BOX」、⽇野は「Gift」に決
定しました。当⽇は、毎年恒例となっている模擬店や展⽰、
講演会に加え、多くの学科やゼミが参加、著名⼈も数多く招
き、キャンパス内は⼤いに賑わいました。 
 
 さらに、学園祭の華であり今年で 37 回⽬となる「ミス実

践コンテスト 2018」では、渋⾕キャンパスで候補者のお披
露⽬会、⽇野キャンパスでは候補者の特技等が披露され、投
票により、今年のミス実践⽣が決まりました。 
例年、岩村城下町のひなまつりイベントには、ミス実践⽣が

参加させていただいております。 
今後は、新たに誕⽣したミス実践⽣とひなまつりイベント

参加に向けての調整をしていきます。参加の際には、ひな祭
りイベントを精⼀杯盛り⽴てていきたいと思いますので、ど
うぞよろしくお願いいたします。 
      
いわむら歴史再発⾒ vol.51        
〜丹⽻家が築いた塔ヶ根経塚の特⾊〜     
 岩村と飯⽻間の境にある塔ヶ根経塚は、寛永15年
（1638）に松平⽒に代わって⼊封した丹⽻⽒によって築
かれた経塚です。とのさま街道を挟んで、街道の北側（飯
⽻間に向かって右側）に２基、南側に２基が並んでいます。 
 最初に築かれたのは北側の道沿いにある３号経塚（丹⽻
勘⼗郎供養塔）です。勘⼗郎は、⼆代⽒定の⼆男で承応３
年（1654）７⽉に17歳の若さで夭折しており、亡くなっ
て間もなく造⽴されたものとみられます。 
 勘⼗郎塔は尾根の上、城下町の出⼊⼝を⾒下ろす⼩⾼い
場所にあります。それまでの松平⽒の経塚と同様に街道か
ら望⾒されることを意識して選地されたのでしょう。ま
た、特に付属施設もありません。 
 これに対して、延宝３年（1675）に造⽴された南側の
⼆つ（１号経塚・２号経塚）は、それまでの経塚とは⼤き
く異なる⼆つの特徴があります。⼀つは既に経塚のある場
所に⼀度に２基の塚が造⽴されたこと。もう⼀つは単に塚
を築くだけでなく、⼆つの塚を⼟塁で囲繞するなどの普請
が⾏われていることです。もしかしたら、お寺のようにな
っていたのかもしれません。街道に接して⼤きな宗教施設
を置くことに意義があるようにもみえます。 
 この⼆つの塚は、前年に死去した三代藩主丹⽻⽒純とそ
の室の供養塔です。平成29年12⽉・30年１⽉合併号「武
断から⽂治へ 丹⽻家墓地の移り変わり」では丹⽻家墓地
の形式が３代⽒純の墓地から⼤きく変わっていることを
紹介しました。経塚の在り⽅の変化も墓制の変化と軌を⼀
にしているようです。丹⽻家で起きた⼤きな宗教観の変化
が経塚にも反映されているといえるでしょう。 
            （恵那市職員 三宅唯美）       

塔ヶ根３号経塚の全景

経塚の頂部にある丹⽻勘⼗郎供養塔



                                                                                           
挑戦のⅢ期のまとめ 
〜地域の⽅に応援していただき町並みを駆け抜ける〜        

11 ⽉ 10 ⽇(⼟)に「岩⾢中学校マラソン⼤会」があ
りました。⼥⼦ 3.3ｋｍ、男⼦は 4.5ｋｍ⾛りました。
昨年までは、10:30 よりスタートして、学校から岩⾢
⼩学校知新⾨前を通り、町並みを⾛っていました。今
年は、観光客も多く、町並みを⾛るときにご迷惑をか
けてしまうのではないかとの⼼配から、9:00 からに
時間を繰り上げてスタートしました。 

30 余名の保護者の⽅の⾛路誘導と岩村交番の交通
整理、さらには沿道での地域の⽅々の応援に励まさ
れ、⽣徒たちは⾃⼰記録に向けて、⾛り抜くことがで
きました。 

精⼀杯⾛り抜いた３年⽣の⽣徒は、振り返りにこん
な気持ちを書きました。「今⽇は中学校最後のマラソ
ン⼤会でした。結果は・・・でしたが、悔いなく終わ
ることができて良かったです。マラソン⼤会当⽇まで
⼀緒に取り組んできた仲間に、私は、感謝の気持ちで
いっぱいです。ありがとうございました。」 

閉会式後、三年⽣保護者による豚汁のおもてなし
で、⾛りきった喜びを豚汁のおいしさで味わうことが
できました。いよいよ厳しい寒さが訪れようとしてい
ますが、⽣徒たちは⼤会でつけた持久⼒で、この冬を
乗り切り、さらに活躍していきます。         
いわっこクラブ活動紹介           

11 ⽉ 4 ⽇（⽇）おかげまつりに参加しました！ 
⼦ども教室では、こども横丁のポン菓⼦屋さんのお⼿伝いを

しました。 
できあがったポン菓⼦をラッピングし、元気に「いらっしゃ

いませ〜〜〜」と売り⼦さん体験もできました。 
黙々と袋詰めする⼦、商品を丁寧に並べる⼦、積極的に販売

に出かける⼦、⾃分に合った役割を⾒つけ、中学⽣ボランティ
アの皆さんと楽しいひと時を過ごしました。 

おつりの計算がおぼつかない⼦どもたちに、地元の⽅や観光
客のみなさんが優しく接してくださり、⼼よりお礼申し上げま
す。         

◯12 ⽉ 10 ⽇（⽉） 
昔あそびを教えてもらおう 
壮健クラブのみなさんに、懐かしい遊びを
教えていただきます。  

◯1 ⽉ 21 ⽇（⽉） 
おひなさまを作ろう 
3 ⽉に開催されるおひなまつりにむけて、
おひなさまを作ります。  

＜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 

今⽉は 岩⾢中学校 いわっこ元気だより！ 

今後の予定



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 12 ⽉の予定をお知らせします 
                         

◯美容・健康トレーニング 
予約不要（⼀回５００円） 

12 ⽉ 12 ⽇（⽔）13:30〜15:00 
12 ⽉ 26 ⽇（⽔）13:30〜15:00 
11 ⽉ 18 ⽇（⽔）13:30〜15:00                                                

◯毎週⽕曜⽇には、「親⼦遊びの場」の開設  
12 ⽉ 14 ⽇(⽕)  おやつ作り                                  
12 ⽉ 11 ⽇(⽕)  リズム遊び・読み聞かせ            
12 ⽉ 18 ⽇(⽕）  歌って遊ぼ 
11 ⽉ 15 ⽇(⽕）  おやつ作り                                     

 ◯いっしょにいこまい会  
  ケアマネジャー講話 (会費 300 円)  

12 ⽉ 7 ⽇（⾦）10:30〜    
岩村福祉センター 

    新年会 (会費 1,000 円)  
１⽉１7 ⽇（⾦）10:00〜  

（要予約）岩村福祉センター            
◯福祉センターの年末・年始のお知らせ 

12 ⽉ 29 ⽇（⼟）〜１⽉３⽇（⽊）まで窓⼝業務を 
お休みさせていただきます。 
ご迷惑をかけますが、宜しくお願いいたします。                           

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         
★知新祭 

11 ⽉９⽇（⾦）、10 ⽇（⼟）に当校の学校祭である
『知新祭』を⾏いました。児童⽣徒によるステージ発
表に加え、中学部⽣徒と⾼等部⽣徒による「ロックビ
レッジバザール」も催しました。岩村町の皆さんを中
⼼とした地域の⽅々にたくさんお越しいただき、今年
も盛⼤に⾏うことができました。ご多⽤の中をご来場
いただき、ありがとうございました。 
 
★ウィンターコンサートのお誘い 

12 ⽉ 15 ⽇（⼟）9:30〜11:00 当校体育館にて、中
津⾼等学校吹奏楽部と恵那南⾼等学校吹奏楽部（約 80
名）による、「ウィンターコンサート」を⾏います。⼊
場料は無料です。皆さんお誘い合わせの上、お出かけ
ください（写真は昨年の様⼦です）。 

 

「知新祭」のステージ発表の様⼦

⼩学部

中学部

⾼等部

ロックビレッジ 
バザールの様⼦ 

今年もお世話にな
りました。来年も宜
しくお願いします。 

ふれあいサロン交流⼤会「劇団さむらい」のステージ

ハロウィン仮装でデイサービス訪問 
（親⼦遊びの場にて） 



                        
       
 
 
              
◯⻘少年育成会議より    

１１⽉４⽇（⽇）いわむら城下おかげまつりでは、２回の
お餅つきで延べ371名のお客様にお餅を提供できました。
ご協⼒ありがとうございました。                                         

◯初⾵緑さんとお話しましょう 
テーマ 〜「⼥⼦の修養」から伝えたいこと〜       
下⽥歌⼦賞 表彰・記念イベントの前⽇企画として、特別ゲ
ストの初⾵緑さんに、下⽥歌⼦先⽣の著書「⼥⼦の修養」を
解説していただきます。     
12 ⽉14 ⽇（⾦） 
14:00〜15:00（受付13:30〜受付開始） 
先 着 50 名程度 
資料代 350 円 【下⽥歌⼦著「⼥⼦の修養」をさしあげます】             

◯岩村町⽂化振興会        
岩村俳句会⼗⼀⽉例会 〜作品紹介〜      

 ⾝に⼊りむや⽊曾⿇布織り伝ふ村  康 ⼦     そぞろ寒膝を直して座りけり     敬 ⼦  
 乾坤の瀬⾳⾵⾳⾝にぞ沁む      峰 ⼦    ⽯垣にぬれ落ちし萩⾺篭宿      浩 ⼦ 
 胸先に迫る⻩葉や恵那の峡      ⽇出⼦    亡き⺟の叱咤激励⾝にしみる      昴  
 独り酌む望郷の念⾝に⼊むる     修 ⼀    殊更に⼣暮のチャイム⾝に⼊むる   真 代  
 今はただ転ばぬように秋の暮     てる⼦    ⾝に沁むや戦死写真の幾千枚     直 実 
 漆⿊の机に活けし冬薔薇       慶 ⼦    鱗雲碁盤に並ぶ⽯のよふ       昭 ⼦ 
 霜の朝始発電⾞の硬き⾳       久 ⼦    窓外の暮れゆく早さ秋に⼊る     順 ⼦ 
 街つつむ濃霧のなかの点滅器      葉     祈りつつ待つ診察⽇そぞろ寒     恵⾥⼦    

 
                                      
 
 
  

岩村コミュニティセンター使⽤予定 
(12⽉)        

１２⽉ ６⽇（⽊） ⼈権相談 
１２⽉１１⽇（⽕） いわむら歌声同好会 
１２⽉１４⽇（⾦） 無料法律相談 
１２⽉１４⽇（⾦） 初⾵緑さんとお話ししましょう 
１２⽉１５⽇（⼟） 下⽥歌⼦賞式典 
１２⽉１６⽇（⽇） ことぶき結婚相談所 
１２⽉１９⽇（⽔） ⾏政相談 
１２⽉２５⽇（⽕） Ｄ－スマイルカフェ 
１２⽉２９⽇（⼟）〜 １⽉３⽇（⽊） 休館⽇ 

     
平成３０年11 ⽉1 ⽇現在の⼈⼝・世帯表              

総数 4,944 ⼈ （＋６） 〈▲75〉

男性 2,391 ⼈ （＋５） 〈▲38〉

⼥性 2,553 ⼈ （＋１） 〈▲37〉

世帯 1,883 世帯 （+９） 〈+22〉
（ ）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。

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

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION 

初⾵緑さんプロフィール 
下⽥歌⼦先⽣創⽴の実践⼥⼦学園中学校・⾼等学校
を卒業後、1988 年宝塚歌劇団に⼊団・その後、数々
の TV・舞台に出演。また、実践⼥⼦学園創⽴ 120
周年に向けて下⽥歌⼦⾳楽劇「ことほぎ」を脚本・
構成。2017 年の下⽥歌⼦賞に特別ゲスト出演




