
   

   

 

 

 

 

 

 
                          

      
体験プログラム「いわむら五っこ（ごっこ）」の 2019 年度の参加者募集がはじまり

ました！ 
体験プログラム「いわむら五っこ」とは、型染め体験や草⽊染めなど伝統技法の体

験や、町歩きツアー、お⼦様も楽しめるサンキャッチャーづくりやトレンドのハーバ
リウムづくりなど、様々な体験が楽しめます！ 

詳細は右の QR コードから確認して頂けます！是⾮、ご覧下さい！ 
                                       

「『朝にして⾷わざれば、則ち昼にして饑(う)え、少にして学ばざれば、則ち壮にして惑(ま
ど)う。饑うる者は奈何(いかん)ともす可からず。』（⾔志耋録１４０） 
（朝ご飯を⾷べなければ、お昼には腹が減ってしまう。同じように⼦どもの頃に勉強しなけ
れば、働き盛りの壮年になった時、物事の道理が的確に判断ができなくなり困ってしまう。
腹が減るのはまだガマンができるが、物事の判断が的確にできないのはどうしようもない。） 
先⽇、岩⾢⼩学校の⼦ども達が町内にある⾔志四録が刻んである彫板から、⻄郷隆盛が選ん
だ⾔葉に QR コードを貼付し、スマホから読み取らせると私の教えがわかるようにしてくれ
た。 ここまでやってくれる岩村のこども達の先々がとても楽しみだね。」      

【ＮＰＯ法⼈いわむら⼀斎塾】  

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

http://hot-iwamura.com/ 

平成 31 年 4 月 1 日発行 №87 

ほっと・ホット・もっと 

ホットいわむらだより 

 

＊運営委員会の組織再編 

＊（お礼）いわむら城下町のひなまつり 

＊ダイヤ改正！よやくる号 

佐藤⼀斎 今⽉のひとこと（4 ⽉）

体験プログラム「いわむら五っこ」2019 年度 参加者募集開始 

⼀斎先⽣が⾔われました 

いわむら五っこ HP 



 

４⽉から新たな制度がスタート 地域⾃治区条例を独⾃に制定 
 

地域の実情に合った組織づくりができる条例に改正されました。 
市では、市町村合併に併せて、市域が広くなっても地域の声が⾏政に届くよう、また特⾊ある地域活動を推進す

るため、地⽅⾃治法に基づき地域⾃治区条例を制定し、地域⾃治⼒の向上に努めてきました。 
しかし、地域協議会や運営委員会の仕組みが「複雑で分かりづらい」「役員の負担が⼤きい」などの課題もあり

ました。このため、地域の実態に合った組織とし、より地域づくりが進展するよう、新たに地域⾃治区条例の⾒直
しを⾏いました。 
  新たな制度は、平成 31 年４⽉１⽇から始まりました。 
 地域協議会や運営委員会の⼀律の規定を廃⽌し、地域⾃治区ごとの規模や実情にあった組織とすることにより、
分かりやすく迅速に意志決定ができるようになりました。        
【【【 新しい制度のポイント 】】】 
①地⽅⾃治法に基づかない、市独⾃の地域⾃治区条例に変更しました。 
②従来の条例と同様に、市内１３地域ごとに地域⾃治区を設置しました。 
③地域協議会や運営委員会の⼀律設置は⾏わず、地域ごとの実情にあった組織を設置しました。      
問合せ：岩村振興事務所 電話 43-2111        

☆☆☆岩村地域⾃治区イメージ図☆☆☆ 

平成 31 年４⽉１⽇現在 
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暖冬といえども、厳しい寒さが和らぎ、春のおと
ずれを感じる⽇々になってきました。 

春の⼀⼤⾏事となりました「いわむら城下町のひ
なまつり」につきまして、町⺠の皆様のご理解と
ご協⼒のおかげを持ちまして、開催することがで
きました。深く感謝申し上げます。 

商⼯会の⼥性部を中⼼に始まったイベントも 17
回を数えるまでになり、さらに８年前からは「岩
村城下町のひなまつり賑わい構想委員会」が⽴ち
上がり、さらに楽しんで頂けるように委員会のメ
ンバーが様々な催しを企画するようになり、地域 
最⼤級のひなまつりとして広く認識され、多くの観光客が訪れるイベントとなりました。 

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。誌⾯をお借りして
厚く御礼申し上げます。本当にありがとうございました。 

また、宵のひなまつりにはひなとうろうを描いてくださった⼩学⽣の皆様やその家族の⽅々が⾃分のとうろう
を⾒つけてうれしそうにしている様⼦に会い、ほのぼのした気分にさせていただきました。 

観光客の皆様からは「本当におひな様の似合う町ですね〜」や「さすが城下町、落ち着いていてあたたか味の
ある町ですね」などのお⾔葉をいただき、がんばることができました。 

このイベントは来年以降も続いていくと思います。改善点や⼯夫すると良い点など、ご意⾒、ご指導を賜りな
がら良いひなまつりになるよう取り組んでいきたいと思います。今後ともご協⼒よろしくお願い申し上げます。
ありがとうございました。 

2019 いわむら城下町のひなまつり賑わい構想委員会 委員⻑ ⽯⽥加代⼦  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

 

＊2019 いわむら城下町のひなまつりのお礼＊ 

2019 いわむら城下町のひなまつりミニ写真館 

実践⼥⼦⼤学との交流事業でミス実践⼥⼦⼤学ファイナリストの⼭⽥⿇由さんが来場。右の写真は⼩坂市⻑と。

岩村城⼥太⿎の演奏（3/3 オープニングイベント） 3/24 いわむら城下町⾳楽祭



                         
「よやくる号」利⽤しやすいダイヤに変更になりました！          

平成 31 年 4 ⽉ 1 ⽇から「岩村デマンド交通よやくる号」が、利⽤しやすいダイヤにリニューアルされます。
時間が合わずなかなか利⽤できなかった⽅も、この機会にぜひご利⽤ください       
【今までのダイヤ】      

⾃
宅
近
く
の
バ
ス
停 

１便  8：40 頃  

⽬
的
地 

岩村駅前 
総合福祉センター 
岩村警部交番前 

（旧）岩村振興事務所前 
ＪＡ岩村⽀店 
岩村郵便局 
くらち⻭科 

バロー岩村店 
下切公会堂

２便  9：10 頃  

３便  9：45 頃  

４便 10：15 頃  

５便 11：55 頃  

６便 12：25 頃  

７便 15：45 頃  

８便 16：15 頃  

 
【これからのダイヤ】      

⾃
宅
近
く
の
バ
ス
停 

１便  8：40 頃  

⽬
的
地 

岩村駅前 
総合福祉センター 
岩村警部交番前 

（旧）岩村振興事務所前
ＪＡ岩村⽀店 
岩村郵便局 
くらち⻭科 

バロー岩村店 
下切公会堂

２便  9：10 頃 
３便  9：45 頃 
４便 10：30 頃  

５便 11：00 頃  

６便 13：45 頃  

７便 15：40 頃  

８便 16：50 頃                 
詳しくは、広報えな 3 ⽉ 1 ⽇号と同時配布されたよやくる号のチラシをご覧ください            

恵那市観光協会岩村⽀部からのお知らせ 
狂⾔を⾝近に感じてみませんか!? 
〜国づくり狂⾔プロジェクトＩwamura in Ena City〜      

観光協会岩村⽀部では、室町時代から現在まで受け継がれてい
る⽇本の伝統芸能である“狂⾔”を、伊藤⻘少年育成財団の助成を
得て、「勝川家」の“離れ”にて開催します。 

会場の都合上、30 名までとさせていただきますので、この機会
に⾝近で鑑賞したい⽅は観光協会岩村⽀部までご連絡ください。 

なお、下記による、⓵の演⽬については、オーストラリアの訪
問団（交換留学⽣）と岩⾢中学⽣が鑑賞しますので鑑賞できませ
ん。②の“おはなし”と➂狂⾔「⻤⽡」の鑑賞となります。       
【⽇時】  平成 31 年 4 ⽉ 11 ⽇(⽊) 14:30〜15:15 頃 
※１4：30 頃からの下記②のおはなしと③の鑑賞） 
【演⽬】⓵「棒 縛」 シテ ⿅島俊裕 

②おはなし ｢地域づくり⼈づくり狂⾔｣ ⼭川⾥美 
    ③「⻤ ⽡」 シテ 佐藤友彦 
【会場】「勝川家」離れ 
【参加申込】 (⼀社)恵那市観光協会岩村⽀部 

TEL 43-3231 
※会場が狭いため関係者以外３０名に限定させていただきます。    
【主催】(⼀社)恵那市観光協会岩村⽀部 【共催】恵那市国際交流協会  
【後援】(公財)伊藤⻘少年育成奨学会  【協⼒】 なごや葉隠れ企画 ⾔葉の泉やまかわさとみ事務所     

(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) 

【具体的には】 
・診療所の午前・午後受診に対応 

（1 便、2 便、4 便、5 便､6 便、7 便）
・買い物の時間に対応（3 便、5 便） 
・恵那病院バスの⾏き便に接続（1 便）
・明知鉄道乗り継ぎで帰りを１便遅く 

対応（8 便） 

⼊場無料



                 
実践⼥⼦学園だより「実践⼥⼦学園フェスティバル（Ｊフェス）」に向けて動きが本格化！                 

5 ⽉ 11 ⽇（⼟）・12 ⽇（⽇）の⼆⽇間で開
催される「J フェス」は、学祖・下⽥歌⼦先⽣
の功績を称え、後進が⼀丸となって学園創⽴
120 周年を祝う特別なイベントです。現在、開
催に向けて⽣徒、学⽣によるプロジェクトチー
ムの動きもますます活発になっています。 
 中学校⾼等学校では、模擬店の企画運営を⾏
う「模擬店企画チーム」、野外ステージでのプ
ログラムの企画などを担う「野外ステージチー
ム」に分かれて活動をしています。野外ステー
ジは「つながりと感謝」をテーマに取り組み、
模擬店企画チームは、J フェスに参加したみん
なが笑顔になれる模擬店のアイデアを出し合
い、出店交渉を⾏っています。 
 ⼤学・短期⼤学部では、プロジェクトチーム
が PR や模擬店など 8 つのチームに分かれて活
動しており、SNS での情報発信や企業への協賛
アプローチなどを⾏っています。コミュニティ
FM・渋⾕のラジオにもご協⼒を仰ぎ、2 ⽉ 14
⽇（⽊）、３⽉ 14 ⽇（⽊）には、各チームから
学⽣たちが出演して現在の進⾏状況などを語
りました。担当ごとに企画は盛りだくさんとな
っています。 
 岩村町の物産ブースも出店しますので、岩村
町の皆様もぜひお⽴ち寄りください。                  

いわむら歴史再発⾒ vol.54 〜お宝の管理マニュアル『⾍⼲中⽇記帳』①〜         
 江⼾時代の武⼠は、藩という会社に勤務して給料をもらうサラリーマ
ンのような存在で、○○⽅や○○役といった役職について様々な仕事を
していました。肩書きから役職の内容は想像がつくのですが、実際にそ
の役職で毎⽇どんな事務をしていたかは実はあまりよく分かっていませ
ん。 
 岩村藩の場合は、いくつかの役職の⽇記が１年分あるいは２年分残っ
ており、これを分析することにより、藩⼠の１年間の仕事と⽣活を垣間
⾒ることができます。こうした⽇記は、その役職のマニュアルとしてそ
の役職の家に代々受け継がれたもののようです。 
 今回紹介する『⾍⼲中⽇記帳』もこうした〝業務マニュアル〟の⼀つ
です。合併前の岩村町で歴史資料の整理にあたっていた熊⾕博幸先⽣が
旧家のふすまの下張りから発⾒したもので、先祖伝来の鎧や⼑剣、書画、
茶道具、調度類など、藩主の権威を⽰す威信財（以下「宝物」）がどのよ
うに管理されて後世に伝えられたかを知ることのできる、貴重な史料で
す。 
 残っているのは、安永９年（1780）と寛政12年（1800）の２年分です。ここに記されているのは、御⼩納⼾役と
いう役職の配下の中間が⾏っていた、収納されている宝物を倉庫から出して⼿⼊れをする⾍⼲しの記録です。 
 御⼩納⼾役とは、藩主の⾐服や調度の管理や贈答品の事務をする役職です。家の中で調度をしまっておく物置部屋を
納⼾といったことに由来します。最近の家ではウオークインクローゼットですね。蛇⾜ですが、その家の主⼈夫婦の寝
室を納⼾と呼ぶこともあります。庶⺠の家では専⽤の物置を設けるようなスペースはなく、⼤事な調度は主⼈夫婦の寝
室に置いたからでしょうか。 
 この⽇記は、下張りにしたときに失われた⾴も多く完全な復元はできませんが、⾍⼲しの⼿順のほかにも、中間とは
どんな⼈たちだったのか、⼤切な宝物を蔵から取り出すときの⼿続き、どんな品物が威信財として認識されていたかな
ど、たくさんの情報を読み取ることができます。これから何回かに分けてこの内容を紹介したいと思います。       

    （恵那市職員 三宅唯美）    

『虫干中日記帳』の一部 

渋⾕のラジオ打合せ（⼤学） 

中学校・⾼等学校企画チーム 



                                                                                           
「くじけないで まっすぐに 翼を広げ ⼤きな夢へ」        
岩⾢中学校では、３⽉５⽇（⽕）

に「第７２回卒業証書授与式」が挙
⾏されました。 

３年⽣の⽣徒４４名は、これまで
幼稚園（現こども園）・⼩学校・中
学校と地域の中で多くのことを学
び、育てられてきました。地域・保
護者・学校が⼀体となって⼦どもた
ちの成⻑を願い様々な活動を⾏っ
てきました。 

その中で、⼩中学校における総合
的な学習の時間では多くの地域講
師の⽅々に教えていただき、郷⼟愛
を育くんできました。 

郷⼟愛を胸に、卒業までの 1 年間 
で全員の⽣徒が地域の活動に参加し地域貢献しました。城⼭清掃・おかげ祭り・福祉センターなどのボランティアに
参加することで、岩村に誇りをもち、⾃信をもって学習にのぞみました。また、⼥太⿎、獅⼦舞、雅楽、⼸道、スケ
ート、絵⼿紙、染め型紙、郷⼟料理、岩村の⾃然などで学習の成果を発揮し、⾃信もつけてきました。 

校庭の⽯碑に刻まれた「くじけないで まっすぐに 翼を広げ ⼤きな夢へ」の⾔葉通り義務教育９年間と地域で
⾝につけた⾃信をもって、⼤きな夢へと旅⽴ちました。 

これまで⽀えていただいた地域の⽅々にお礼を申し上げ、卒業⽣のさらなる活躍を期待しています。                       
 

今⽉は 岩⾢中学校 いわっこ元気だより！ 



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４･５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 10 ⽇(⽔) 13:30〜15:00 
４⽉ 24 ⽇(⽔) 13:30〜15:00 
※どなたでも参加できます、健康な体を保ちましょう！                    

 
◯⽉２回「親⼦遊びの場」の開設       

４⽉ 16 ⽇(⽕) リズム遊びとクレープ作り  
４⽉ 23 ⽇(⽕) 絵本読み聞かせ 
５⽉           ７⽇(⽕） リズム遊びとかぶとのお菓⼦作り         

◯いっしょにいこまい会 
４⽉ 19 ⽇(⾦) 春の遠⾜  
10:30 岩村福祉センター集合出発  会費 1,500 円 

⾏き先 紅岩⼭荘（⼊浴される⽅はタオル持参のこと） 
※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（要予約・締切４⽉ 15 ⽇） 

 

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             
平成 31 年３⽉５⽇(⽕)に⾼等部卒業証書授与式、３⽉ 13 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 25 ⼈、中学部 10 ⼈、⼩学部４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。⾼等部の式では『友』、
⼩・中学部の式では『ビリーブ』を、児童⽣徒教員全員で合唱し、卒業⽣の新しいステージでの活躍を願いました。 

 
【進路状況】 

⼩学部  ４⼈ ・岐⾩県⽴恵那特別⽀援学校中学部
中学部 １０⼈ ・岐⾩県⽴恵那特別⽀援学校⾼等部

⾼等部 ２５⼈ 
・⼤学進学 
・企業への就職 
・福祉事業所の利⽤ 等  

       
なお、平成 31 年度の当校⼊学式・始業式は、４⽉９⽇（⽕）にとりおこなう予定です。今年度も、新⼊学、転⼊

学の児童⽣徒を迎え、新しい気持ちでよりよい学校教育を⽬指してまいります。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。 

（いこまい会で作った餅花、葉が出ましたよ）

福祉センターへ
お越し下さい！



                 
       
 
 
       

 ◯岩村町⽂化振興会より御礼 
 ３⽉２⽇・３⽇の⼊場者数   
  ３⽉２⽇（⼟）いわむら町⺠展          １２８名 
  ３⽉３⽇（⽇）いわむら町⺠展・⽂化芸能発表会  １３８名     

多数のご来場ありがとうございました！         
◯図書室から新刊のご案内    

おもちゃの迷路－夜中にめざめるふしぎな世界－ 
お化けの迷路－幽霊の学校をぬけて地獄の迷宮へ－ 
⽇本地図の迷宮－迷路＋さがし絵＋かくし絵＋クイズ－ 
チコちゃんこまったこまったね 
平成くんさようなら  等。            

 
 
 
 
◯お知らせ 

忘れ物の傘が、かなり多くなってます。新年度を期に、整理をおこないます。 
４⽉末までは保管をいたしますが、それ以降は、整理⼜は処分いたします。 
お⼼当たりの⽅は、コミュニティセンター  電話 43-3722 ⽥中 までご連絡をお願いいたします。 

◯恵那市⺠講座の受付が始まります。 
 受付期間 4 ⽉20 ⽇（⼟）〜４⽉30 ⽇（⽕） 9:00〜17:00 まで 
 ウエブサイトでの申し込みは４⽉21 ⽇（⽇）9:00〜です。 
 受付場所 恵那⽂化センター・市⺠会館・各コミュニティセンター 
      恵那⽂化センターと市⺠会館は４⽉29 ⽇（⽕）休館⽇です。 
 詳しくは岩村コミュニティセンターにお問合せください。 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
   
 
             

岩村コミュニティセンター使⽤予定 
(４⽉)        

４⽉ ４⽇（⽊）乳幼児期の家庭教育学級いわむら開級式 
４⽉１２⽇（⾦）無料法律相談 
４⽉１３⽇（⼟）孔⼦祭記念講演会 
４⽉１７⽇（⽔）岩村町戦没者遺族会 
        ⾏政相談 
４⽉２０⽇（⼟）ことぶき結婚相談所 
        市⺠講座 受付開始⽇  

     
平成31 年３⽉1 ⽇現在の⼈⼝・世帯表              
総数 4,927 ⼈ （△６） 〈△81〉

男性 2,385 ⼈ （△５） 〈△35〉

⼥性 2,542 ⼈ （△１） 〈△46〉

世帯 1,880 世帯 （△１） 〈+14〉
（ ）内は前⽉との⽐較〈 〉は前年同⽉⽐ 

      
 平成30 年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79 ⼈も⼈⼝が減っています。（対
前年同⽉）今後10 年で800 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 

図書室から１４３冊の蔵書が所在不明になっています。 
今⼀度、ご⾃宅の本棚等を確認していただき、「岩村公⺠館」や｢岩村コミュニティセンター｣のシールが貼ってあ

る本がありましたら、コミュニティセンター⽞関前の「図書返却ポスト」へ返却してください。 




