
   

   

 

 

 

 

 

 
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

⼀斎先⽣が⾔われました。 
「毀

き

誉
よ

得
とく

喪
そう

は、真
しん

に是
こ

れ⼈⽣の雲霧
うんむ

なり。⼈をして昏迷
こんめい

せしむ。此
こ

の雲霧
うんむ

を⼀掃
いっそう

すれば、 則
すなわ

ち天
てん

⻘
あお

く⽇
ひ

⽩
しろ

し。」（⾔志耊録２１６） 
（名誉や不名誉、成功や失敗といったものは、⼈⽣のなかでは雲や霧のよう
なもので、すぐ消えてしまうものだ。しかし、これらが⼈の⼼を暗くし迷わ
せてしまうものだ。だから、この雲や霧を⼼から払い除けてしまえば、天は
⻘く、⽇は⽩く輝くように、⼈⽣も真に明るいものとなるよ。） 

                           【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 

 

＊岩村地域自治区運営協議会役員決まる。 

＊【お礼】岩村城跡清掃作業（春） 

＊「ホットな田んぼ」田植え 

＊実践女子大学 120 周年記念式典。盛大に執り行われる 

佐藤⼀斎 今⽉のひとこと（6 ⽉）

昭和 94 年 第 10 回ふくろうまつりでにぎわう！  
〜「令和」もいいけど『昭和』もね〜 

 令和元年 5 ⽉ 5 ⽇、岩村本通りの⻄町で「第 10 回ふくろうまつり」が開催されました。今年
は 10 連休ということもあって多くのお客様で賑わいました。来場者の⽅々は懐かしい⾳楽に⽿
を傾けたり家電を⾒てなつかしがられたり⾞を⾒て当時の話に花を咲かせたりとそれぞれ楽し
んでおられました。また、アイデア写真では、ガラス⾯に名前や思い思いの絵を描いて写真を撮
り思い出作りをされていました。 
 7⽉ 7⽇は鈴愛と律の誕⽣⽇ということで「⼤ふくろうまつり」を開催いたします。楽しいイ
ベントを考えておりますので楽しみにお待ち下さい。

こんな冷凍庫あったよね 初代ファミコン。⼿
に⼊らない時期があ
りましたね〜 

あこがれの GT-R
時代を超えても
かっこいい！



   
岩村地域⾃治区運営協議会をおこないました 
 
 5 ⽉ 13 ⽇に第 1 回⽬の運営協議会を⾏いました。 

今回の協議会においては執⾏役員・運営協議会部会
の選出、事業計画・予算案の承認や岩村デマンド交通
「よやくる号」のバス停増設の追加承認など重要な議
題について議論されました。 

役員については右記のように決定し、事業計画・補
助事業については下記のように決定いたしまし
た。バス停増設につきましては承認後、⼿続きに⼊り
ますので決定次第報告させていただきます。 
 
〜岩村⾃治区運営協議会とは？〜 

岩村地域の⾃治⼒を強化し、特性を⽣かした地域⼒
の向上に努め地域課題の解決に取り組み、地域内各種
団体等との連携を図り、地域住⺠が暮らしやすい⾃治
活動を進めていくことを⽬的とした組織です。 

   

 
【岩村運営協議会部会】   

訪れたいまち部会 
部会⻑ 加藤 哲也 

副部会⻑ 深萱 澄雄 

住み続けたいまち部会 
部会⻑ ⻄久保 秀樹 

副部会⻑ 浅野 信之 

笑顔あふれるまち部会 
部会⻑ 佐々⽊ 繁典 

副部会⻑ 鈴⽊ 隆⼀ 

会⻑推薦   
渡會 延彦 
宮澤 博光

 

【執⾏役員】

会⻑ ⻄尾 公男   

副会⻑ 細井 健吉 ⼩栗 廣泰  

会計 鈴⽊ 孝司   

監査 後藤 俊彦 三宅 祥市 

 
岩村地域⾃治区運営協議会事業計画 
 
1.第 2 次地域計画の⾒直し 
2.地域懇談会の開催 
3.執⾏委員会・役員会の開催 
4.総会の開催 
5.各部会の開催 
6.ホットいわむらだよりの発⾏ 
7.まちづくり活動補助⾦ 
8.懸案事項等の調整  
 

地域のまちづくり活動補助事業⼀覧【総額 2,330,000 円】 

事業名 主な事業内容 

町並み賑わい創出・活性化事業 ・空き店舗への⼊居⽀援 ・おひな様の展⽰ 

いわむら（岩村城跡）景観対策事業 ・岩村城跡の清掃作業 

⼈⼝交流拡⼤・活性化事業 ・おかげまつりの開催 

地域防災⼒の向上事業 ・各⾃治会への防災⽤品の設置 

体験プログラム「いわむら五っこ」事業 ・プログラムの提供 ・展⽰ギャラリーの設置 

こども塾事業 ・⽥んぼ体験 ・ふれあいウォーキング 



 

 
春の岩村城跡清掃作業（お礼） 
 

５⽉１２⽇（⽇）に岩村城跡の清掃作業が⾏われ、
岩⾢中学校、恵那市消防団岩村分団、恵那市観光協
会岩村⽀部の皆さんをはじめ総勢100名以上の⽅々
にご参加をいただきました。 

当⽇は天候もよく作業もはかどり岩村歴史資料館
付近、太⿎櫓、岩村城跡登⼭道、岩村城跡を中⼼に
清掃作業が⾏われました。 

中学校の⽣徒さんの中には⽯垣の草を取るために
寝そべって⼿をいっぱいに伸ばし草取りをする姿も
⾒受けられました。 

昨年は、岩村城跡が「旅好きが選ぶ！⽇本の城ランキング 2018」において 10 位に選ばれました。
岩村城跡の価値ももちろんありますが、観光客の⽅々にきれいな岩村城跡を⾒ていただきたいという
みなさんの思いが後押しした結果だと思っています。本当にありがとうございました。 

７⽉２７⽇（⼟）には、第２回⽬の清掃作業がありますので、興味を持たれた⽅は是⾮ご参加くだ
さるようお願いします。 
 

  
 
いわっこクラブからのお知らせ 〜⽥植え体験してきたよ〜 
 

5 ⽉ 18 ⽇、城下町ホットいわむらの皆さんの協⼒のも
と、毎年恒例となっている⽥植え体験を⾏いました。 
今年は⾬が少なく⽔不⾜で⽔路に⽔が流れていないこと
や、この苗は１０００円くらいすることなど、農家には当た
り前でも、⼦どもたちは知らない事をきちんと伝えていた
だきました。 
「⽥植えは遊びじゃないよ、しっかり植えて、ちゃんとお⽶
にしようね」と、約束してスタートした⽥植えは、いつもよ
りきれいに仕上がりました。 

１２⽉には、親⼦でしめ縄づくりを予定しており、昔から伝わる稲の活⽤法を聞いて、⾒て、体験し
ます。 
 
 
 

みなさま、ご協⼒ありがとうございました。

親切に教えてくださってありがとう＾＾

おいしいお⽶ができますように！



「御城印」＆｢御城印帳」＆｢家紋柄御城印帳袋｣ 
“えなてらす、いわむら。”で発売中!! 

 
観光協会併設のお⼟産物販売所“えなてらす、いわむら。”

では「御城印」（２種類）、「御城印帳」「家紋柄御城印帳袋」
を販売しています。 

「御城印」は、遠⼭家の家紋と、限定販売の武⽥⼆⼗四将
のひとりで、⼥城主おつやの⽅と結婚した秋⼭⻁繁の家紋⼊
りの２種類があり、⽇付けも記⼊します。 

この機会に全国の城を巡って「御城印」を集め、「御城印帳」
に収集し、「家紋柄御城印帳袋」に携帯して、「御城印」集め
をしてみては、いかがですか？ 
岩村城クリアファイル、⽸バッジも好評発売中です。 

 
 

 
   
(⼀社)恵那市観光協会岩村⽀部/岩村町観光協会TEL/FAX 4３-3231(町並みふれあいの舘内) 

いわむら歴史再発⾒ vol.56   〜お宝の管理マニュアル『⾍⼲中⽇記帳』③〜 
  
 岩村城の別称「霧ヶ城」の由来とされる霧ヶ井の伝説は皆さんよくご存じだと思います。「岩村城に敵が攻め寄
せてきたとき、城内秘蔵の蛇⾻を霧ヶ井に投げ⼊れるとたちまち霧がわき出て城を覆い隠し、敵兵の動きを封じ
た」というものです。この伝説の蛇⾻も⽇記帳に記載があります。 
 写真をご覧ください。傍線のところに「蛇⾻」とあります。紙幅の関係で全⽂の翻刻は省略しますが、５⽇に
蛇⾻（傍線の部分）など６点を⾍⼲しに出し、⼿⼊れをして、⼗⼀⽇に「⼲揚」＝作業を完了しています。この
うち、７⽇から10⽇までの４⽇間は天候不良で休んでいますので、実際に⼲したのは３⽇間です。 
 興味深いのは７⽇条で、「登⼭候処、追々曇候ニ付、⼲物不致⾒合引取候事」（意訳：⼭に登ったが、だんだん
天気が悪くなってきたので、⼲すのを⾒合わせて帰った）と書かれていることです。「⼭」とは城⼭のことです。
⼀般には、役務のために私宅から城内にある職場に出勤することは「登城」といいますが、岩村の場合は役務の
⼤半は⼭下の藩主邸や会所で⾏われま
すので、⼭の上の城に登るときにはこれ
と区別して「登⼭」といったのでしょう。
蛇⾻が城内（⼆の丸あるいは本丸納⼾
櫓）に収蔵されていたことを⽰す重要な
記述です。 
 この蛇⾻は残念ながら現代には伝わ
っておらず、その正体は不明です。でも、
実際の蛇の⾻では伝説と不釣り合いな
感じがします。岩村は数百万年前には海
でした。そのころの海の⽣物の化⽯がた
くさん出⼟します。 

これは全くの想像ですが、クジラや⼤
型のサメの頭⾻の化⽯だったのではと
思っています。（恵那市職員 三宅唯美） 

遠⼭景任の家紋⼊り「御城印」

←左からクリアファイル、⽸バッチ、御城印帳 

⽇記帳に書かれた蛇⾻の⾍⼲し 



       
 

 
 

 
5 ⽉ 13 ⽇（⽉）に第⼀回の草取り交流会が⾏われました。 

初めての試みでしたが、20 名ものおじいちゃん・おばあちゃんが参加
して下さました。 

９時３０分頃から⼦ども達と⼀緒にラジオ体操とたけのこ体操をや
ってから、草取りを始めました。こども達はそばに座って昔の話を聞
いたり、草の取り⽅をほめてもらいながら暑い中での作業になりまし
たが、鉄棒の下・ブランコの後ろ・ジャングルジムの後ろ⼜園駐⾞場
も上⼿に⼦どもと⼀緒に草を取って頂きました。「4 回はちょっと多い
なぁ」と⾔われた⽅もいましたが、決して無理のないように、都合の
つく時は参加をお願いしますね。 

今⽉は 6 ⽉ 10 ⽇(⽉)を予定しています。園に⼦どもが来ていない
岩村のおじいちゃん、おばあちゃ
んもラジオ体操だけでもかまい
ませんのでかわいいこども達を
⾒に来てください。 

 
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
ちは遠⾜や校外学習に出かけました。 
 中学部は富⽥会館や飯⾼観⾳、岩村城跡など、学年ごとに
それぞれのゴールを⽬指してハイキングへ出かけました。ミ
ッションをクリアーしながら岩村町内を散策したり、持って
きたお弁当をおいしく⾷べたりして有意義な時間を過ごす
ことができました。事前学習を⽣かしながら、みんなで楽し
く岩村町を満喫できた⼀⽇となりました。 
                         
 

今⽉は 岩村こども園 

おじいさん
おばあさん 
ありがとう。 
また遊びに来てね

〈⼩学部：瑞浪市⺠公園にて〉

〈中学部：飯⾼観⾳にて〉

〈⾼等部：岩村町内にて〉



いっしょにいこまい会 春の遠足 

（恵那峡の芝桜） 

    
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２７⽇（⽊） 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１２⽇(⽔) １３：３０〜１５：００ 
６⽉２６⽇(⽔) １３：３０〜１５：００ 

◎毎週⽕曜⽇には、「親⼦遊びの場」の開設                           
６⽉ 1１⽇(⽕) 親⼦遊び・「ごはんピザ」作り 
          （材料代 1 ⼈ 100 円） 
６⽉２５⽇(⽕) 親⼦遊び・絵本・「草花遊びを楽しもう」             

◎岩村福祉施設の草取り奉仕作業 
６⽉２４⽇（⽉）（⼩⾬決⾏） 
岩村⽀所ボランティア連絡会主催による町内福祉施設の草取りを⾏います。9:00〜10：00 

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/ 

 
★特定健診のご案内★恵那市国⺠健康保険にご加⼊の⽅ 

⽣活習慣病を予防することに着⽬した健診です。 
健康診断として受けると 10,000 円ほどかかる検査が 500 円で受診できてとて

もお得になっています。  
対象者 ４０歳から７４歳まで （昭和２０年４⽉〜昭和５５年３⽉⽣まれの⽅） 
実施期間 令和元年５⽉７⽇（⽕）〜１２⽉２０⽇（⾦） 
健診場所 ①個別健診：市内の指定医療機関 
     ②集団検診：下記の通り（岩村で受診しなくてもかまいません。） 

会場（旧恵那） 会場（恵南） 
⽇にち 会場 ⽇にち 会場

5 ⽉ 25 ⽇、6 ⽉ 5 ⽇、
8 ⽉ 24 ⽇、10 ⽉ 4 ⽇、
10 ⽉ 19 ⽇、11 ⽉ 8 ⽇、
11 ⽉ 16 ⽇、12 ⽉ 7 ⽇ 
12 ⽉ 13 ⽇ 

恵那市役所会議棟 

6 ⽉ 14 ⽇、9 ⽉ 28 ⽇、
11 ⽉ 22 ⽇ 岩村コミセン 

6 ⽉ 26 ⽇、10 ⽉ 25 ⽇ ⼭岡農村環境改善センター

7 ⽉ 27 ⽇、10 ⽉ 11 ⽇ 明智⽂化センター 

6 ⽉ 22 ⽇ 笠置コミセン 8 ⽉ 21 ⽇ 串原コミセン 
９⽉６⽇ 武並コミセン ※受付時間はすべて 9：00〜10：30

※詳細は 4 ⽉下旬に配布した受診券の案内をご覧ください。 
※ご不明な点がございましたら下記連絡先までご連絡下さい。  
【お問合せ】恵那市役所保険年⾦課 0573-26-2111（内線 157） 

 
★若い⽅はこちら！（要申込み） 国保特定健診と同時実施 
対象者：昭和５５年４⽉〜平成１３年３⽉⽣まれの⽅ 
個⼈負担⾦：５００円 
申し込み・お問い合わせ：恵那市健康推進課 電話 0573-26-2111（内線 287・293）

 
※４０歳から７４歳までの⽅と申込先が違いますのでお間違えの無いようにお願いいたします。

恵那市 
公式キャラクター 
エーナ 



           
実践⼥⼦学園だより          

5 ⽉ 7 ⽇、創⽴者・下⽥歌⼦の⽣誕地・
岐⾩県恵那市岩村町にて創⽴ 120 周年記
念式典および記者会⾒を⾏いました。当⽇
は晴天に恵まれ、学校関係者や恵那市の⼩
坂喬峰市⻑をはじめとした地元の⽅々な
ど約 140 ⼈が出席してお祝いました。記念
式典で⼭本章正理事⻑は、「創⽴ 120 周年
記念式典で創⽴者・下⽥歌⼦の想いを確認
し、これからの学園の発展を誓う場とし

て、⽣誕の
地 で あ る
恵 那 市 岩
村町が最もふさわしいと考えました。恵那市岩村町で記念の⽇を迎え
られたことに学園としての⼤きな意義を感じています」と語りまし
た。 
 また、記念⽯碑のお披露⽬も⾏われました。⽯碑には、『⽗⺟がそ
の愛児に臨むの⼼をもって⽣徒に対すべし』という下⽥歌⼦が学園教
職員への教えとして残した⾔葉が刻まれています。懇親会では地元の

美濃国⼥太⿎演奏にはじまり、岩⾢中学校合唱部合唱や恵那南⾼等学校吹奏楽部が演奏して参加者を
盛り上げました。 

  
 
 
そして、5 ⽉ 11 ⽇〜12 ⽇には、東京都渋

⾕区の同校渋⾕校地にて創⽴ 120 周年イベ
ント「実践⼥⼦学園フェスティバル（J フェ
ス）」を開催しました。これは、在校⽣・教
職員が企画・制作・運営を⾃分たちの⼿によ
って⾏い、2 ⽇間で約 6,280 名が来場しまし
た。今後も本学は、創⽴者・下⽥歌⼦先⽣の
ふるさと恵那市岩村町との絆を深め、その想
いを⼥⼦教育の未来へと繋いでいきます。 

 

 

創⽴者の⽣誕地 恵那市岩村町で実践⼥⼦学園120周年をお祝いしました

※岩村奨学⾦スタート！ 
 

⼤学・短⼤では、創⽴ 120 周年を記念し岐⾩県恵那市⽴岩⾢中学校卒業者
に対する奨学⾦を新設しました。下⽥先⽣の地元の皆様の、ご⼊学をお待ちし
ております。 

120 周年 



                 
       
 

 
 
 
◎乳幼児期の家庭教育「いわむら学級」のお知らせ【当⽇参加OK】 

７ / ４（⽊） 
【学習テーマ】 
●作品づくり 
●いわっこクラブ代表・太⽥礼⼦さんの講話 
【内容】 
●七⼣飾り作り 
●親の思いを⼦に伝えるには 

 
◎コミュニティセンター周辺清掃作業の実施 

5 ⽉ 26 ⽇（⽇）に岩村福祉センター・岩村診療所・岩村振興
事務所の職員により、駐⾞場や周辺の清掃作業を実施しました。 

暑い⽇の作業になりましたが皆さんのご協⼒もあって⼤変き
れいになりました。ご協⼒ありがとうございました。 
 
 

 
 
    
 

 
★レトロな⾃転⾞を探しています★  

ふくろうまつり実⾏委員会では、昭和（または昭
和っぽい）の⾃転⾞を探しています。使っていない
⾃転⾞があれば、実⾏委員が引き取りに伺います。

ただし、劣化の激しいものやサビのひどいもの等
は引き取りかねます
のでご了承くださ
い。詳しくは下記連
絡先までお願いしま
す。 

令和元年５⽉ 1 ⽇現在の⼈⼝・世帯表 
 

総 数 4,915 ⼈ （△2） 〈△61〉

男 性 2,379 ⼈ （±0） 〈△25〉

⼥ 性 2,536 ⼈ （△2） 〈△36〉

世 帯 1,889 世帯 （+4） 〈+27〉

（ ）内は前⽉との⽐較〈 〉は前年同⽉⽐ 

連絡先 岩村振興事務所 43-2111 担当：⼭辺 
 

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

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION 

６⽉岩村コミュニティセンターの主な使⽤予定
※諸事情により変更になる場合があります。 

６⽉11 ⽇ (⽕)  いわむらうたごえ喫茶 
６⽉14 ⽇ (⾦)   無料法律相談 
６⽉15 ⽇ (⼟)  ことぶき結婚相談所 
６⽉23 ⽇ (⽇)  D-スマイルカフェ 

〇第２次恵那市総合計画地域計画（岩村地域⾃治区）   
キャッチフレーズ 消滅しないぞ「いわむら」




