
   

   

 

ヒロイン鈴愛の着⽤ 
した服も展⽰！ 

 

 

 

 

 

 
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
⼀斎先⽣が⾔われました      

「臨時
り ん じ

の信
しん

は、功
こう

を平 ⽇
へいじつ

に累
かさ

ね、平 ⽇
へいじつ

の信
しん

は、效
こう

を臨時
り ん じ

に收
おさ

む。」（⾔志録１４９） 
（突発的に起こった問題をうまく解決していくことで信⽤を得ていくことがある。また、
⽇頃の信⽤があることで、突発的な問題にうまく対処できることがある。） 
 ⽇頃、修養と鍛錬を積み重ねることが、⼈から信⽤を得られることにつながるのだね。 

【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 

 

＊7/27 城山清掃（夏） 

＊夏のイベント情報 

＊地域自治区運営協議会からのお知らせ 

＊自治連合会・民生委員からのお知らせ 

佐藤⼀斎 今⽉のひとこと（７⽉）

岩村の夏がやってきました！その初陣を飾るのが“七⼣ふくろうまつり！”。 
今回は、東美濃歴史街道協議会「半分、⻘い。」活⽤推進部会とのコラボで、前回のふくろう

まつりよりスケールアップして開催されます。 
⼤看板や岐⾩⽝など「半分、⻘い。」を⼤いに盛り上げたセットが⼀⽇限りの復活！ 
また、ヒロイン鈴愛が実際に着⽤した服を展⽰！ 
展⽰場所は秘密・・・ヒントはおしゃれ⽊〇原？探してみてね。 

 

 

 

 

    
⼤看板の復活！！

 
餅投げもあるよ！ 

（くじ⼊り） 
紅⽩餅ならぬ⻘⽩餅？ 

（数量限定） 

まだまだ伝え切れないイベントが盛りだくさん！懐かしい雰囲気を楽しみに来てね！



 
お知らせ：城⼭清掃ボランティア募集 

まちのシンボルをみんなで綺麗にしましょう！  
毎年 100 名を超える⽅々にご参加頂く「岩村城跡の清掃

作業」を下記の⽇程で開催します。 
⽇本百名城・⽇本三⼤⼭城のひとつ「岩村城跡」を美し

くするために、皆様のご協⼒をお願いいたします。  
⽇ 時：7 ⽉ 27 ⽇ (⼟) 8:00〜10: 30 

 
集合場所：岩村歴史資料館前 
作業内容：⽯垣の清掃、草刈り、刈り草の処理 
持 ち 物：草刈機（燃料を⽤意します）、鎌、脚⽴など 
     ※お茶を⽤意します。 
主 催：城下町ホットいわむら 

問い合せ：ホットいわむら電話 43-2111（岩村振興事務所）

 
市消防操法⼤会が開催されました  
6 ⽉ 9 ⽇、岐⾩県クリスタルパーク恵那スケート

場（武並町）で、消防団員の操作技術向上と⼠気の
⾼揚を⽬的とし、第 15 回市消防協会消防操法⼤会
（⾃動⾞ポンプ操法）が開催されました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
岩村分団は、8 位でしたが 1 線のタイムは 2 位と初

期消⽕に必要なスピードは訓練のたまものだと思い
ます。今までの訓練⼤変お疲れ様でした。  

＊＊＊操作員の皆さん＊＊＊    
指揮者：熊崎 秀夫さん １番員：原 英也さん  
２番員：⻄村 恭平さん ３番員：服部 剛⼤さん  
４番員：神⾕ 勇太さん 補助員：⼤橋 奈⽣さん 

 

演目 
能「楊貴妃」 

重要無形文化財総合指定保持者 

狂言「仏師」 
重要無形文化財総合指定保持者 

能「野守」 
重要無形文化財総合指定保持者 

主催：いわむら城址薪能実⾏委員会  
後援：恵那市 恵那市教育委員会 恵那市観光協会岩村⽀部 恵南商⼯会岩村地域委員会 市⺠三学岩村委員会 城下町ホットいわむら

お問合せ先：恵那市観光協会岩村⽀部 TEL0573-43-3231 

岩村分団では新⼊団員を募集中です。消防団活
動にご協⼒ご理解よろしくお願いいたします。

玉井博祜 



０ 
 

   
7 ⽉ 7 ⽇（⽇）七⼣ふくろうまつり

朝の連続テレビ⼩説『半分、⻘い。』の主⼈公、鈴愛・律の誕⽣⽇を記念
して、七⼣ふくろうまつりが⾏われます。 

ロケセットの再現や“おしゃれ⽊⽥原”のお⽗さん役で、ドラマ・声優でご
活躍中の⾼⽊渉さんをゲストにお招きして「半分、⻘い。」スペシャルトー
クも開催！ 

旧振興事務所では、「東美濃五平餅まつり」も⾏われており、東美濃の五
平餅屋さんが集結します。 

7 ⽉ 20 ⽇（⼟） ⼟曜夜店 27（⼟）⼟曜夜店＆宵のふくろうまつり 
岩村本通りを遊歩道にして“いわむら⼟曜夜店”が開催されます。 

楽しいアトラクションをご⽤意して、皆様のお越しをお待ちしております。
第 12 回「ふくろうまつり」も開催！ふくろうまつり唯⼀の宵まつりです。
【催し】ゲートボール、ダーツであそぼ、三⾓クジ、⾦⿂すくい、射的 
▽時間：19:00〜21:00 ▽場所：岩村本通り ▽主催：岩村町商店会  

 

８⽉ 3 ⽇（⼟）・4 ⽇（⽇）いわむら夏まつり⼤変装⾏列＆⼦供みこし 
昭和 23 年に始まり 70 回以上の歴史を誇る「いわむら夏祭り⼤変装⾏列」

が開催されます。町内ごとに町の歴史や世相などを題材とした変装⾏列を仕
⽴て、踊りやネタを披露するなどして、愉快に歩みを進めて⾏きます。 
4 ⽇には「⼦どもみこし」が岩村本通りを練り歩きます。みこしが終わると、
参加者を対象とした抽選会や⿂つかみ⼤会があります！ 

参加対象は、⼩学⽣以下のお⼦様で、参加料はおひとり 500 円です。 
▽時間：8/3 18:00〜 8/4 12：30〜 ▽場所：岩村本通り 
▽主催：いわむら夏祭り⼤変装⾏列実⾏委員会（問合せ：43-2636［商⼯会］） 

    

８⽉ 19 ⽇（⽉）【予定】（いわむら城址薪能）主演者と作者が語る学習会    
８⽉ 24 ⽇(⼟)に開催される「いわむら城址薪能」の演者である⽟井博祜

さんと、岩村の⼥城主を題材とした演⽬「覇王」の作者飯塚恵理⼈さんを岩
村コミュニティセンターにお招きして、能を楽しく⾒るための学習会を開催
します。この学習会にこれば能が１０倍おもしろくなる！ 
▽時間：19:00〜 ▽場所：岩村コミュニティセンター 
▽主催：市⺠三学岩村地域委員会（問合せ：43-2111［岩村振興事務所］）     

8 ⽉ 13 ⽇（⽕）ザ・縁⽇＆ふるさと創⽣花⽕   
盆踊りやコンサート、バザーなどがある昔懐かしい縁⽇です。縁⽇のクラ

イマックスは、ふるさと創⽣花⽕。⾳楽に合わせて打ち上げられる「⾳楽花
⽕」の迫⼒を間近で感じることができます！ 
▽時間：15:00〜 ふるさと創⽣花⽕：20:20〜 ▽場所：岩⾢⼩学校 
▽主催：岩村城再建構想実⾏委員会 （問合せ：54-2902［恵南商⼯会］）

      

8 ⽉ 24 ⽇（⼟）いわむら城址薪能    
第 35 回いわむら城址薪能が、歴史資料館前広場にて開催されます。 

平成 30 年度岐⾩県芸術⽂化顕彰を受賞された⽟井博祜さんによる能・狂⾔
は、⽇本の伝統芸能の醍醐味を存分に味わうことができます。 
▽時間：（開場）16:30 （開演）17:30  ▽場所：歴史資料館前広場 
▽主催：いわむら城址薪能実⾏委員会 （問合せ：43-3231［観光協会］ 

夏が来た！！ 怒濤のイベントカレンダー！！ 



   
 

５⽉２９⽇〜３１⽇の３⽇間、３年⽣は東京研修
（修学旅⾏）に⾏ってきました。 

⾸都東京でしか体験できない、国会議事堂・皇居・
クルージング・東京ディズニーシー・東京スカイツリ
ー・上野公園などＴＰＯを意識し、仲間と協⼒しあう
研修となりました。 

また、下⽥歌⼦先⽣がつなげる交流の⼀環として実
践⼥⼦学園（渋⾕校）も訪問しました。3 年⽣の喜多
川倫太朗さんは、「歌⼦先⽣がつなげる岩村と実践と
の交流ができて良かった。この渋⾕と岩村のつながり

を⼤切にしたい」また、三浦萌々華さんは、「実
践⼥⼦学園がとてもきれいでびっくりしたし、渋
⾕駅から⼤学へ⾏くまでの道が難しかった。交流
という貴重な体験ができたしこれからも⼤切に
したい。」と感想を述べられました。 

⽣徒たちは、地下鉄など公共機関をグループで
乗り継ぎ、⽬的の⾒学場所を訪れるだけでも⼀苦
労しましたが、仲間と協⼒し⾒学する中で東京を
肌で感じることができました。 
若き下⽥歌⼦先⽣が上京したように、宿泊研
修を通してまた⼀つ⼤きく成⻑しました。 

           
実践⼥⼦学園だより 

実践⼥⼦学園中学校では、毎年 5 ⽉に 2 年⽣が移動教室で、
校祖・⽣誕の地である岐⾩県恵那市の岩村町を訪れています。
⼊学以来さまざまな⾓度で学んできた下⽥歌⼦先⽣を育んだ
ふるさとを、⾃分の⽬で実際に⾒て歩くことを⽬的としてい
ます。 

今年は、5 ⽉ 13、14 ⽇の 2 ⽇間にわたり、2 班に分かれて
274 名が岩村町を訪問しました。着物を着⽤した地元の岩⾢
中学校の 3 年⽣が、ボランティアガイドさんとともに、下⽥
歌⼦先⽣の偉業の説明や、江⼾時代の問屋 ⽊村邸や太⿎櫓、
知新⾨などを丁寧に紹介してくださいました。⽣徒たちは時
にはメモを取りながら、真剣な⾯持ちで同世代の中学⽣の説明に聞き⼊っていました。 

学園に戻った⽣徒からは、「岩⾢中の⽣徒さんの説明が良か
った。」「岩⾢という歴史のあるところに⾏くことができ、と
ても楽しかったです。」「下⽥先⽣の故郷に⾏くことができて
良かった。」といった感想が聞かれました。今回の⽣誕地訪問
と墓参を通して、下⽥歌⼦先⽣とふるさとの岩村町が⽣徒たち
にとってより⾝近なものとなり、思い出深い移動教室となりま
した。 

毎年真⼼のこもった案内をしてくださる岩⾢中学校の 3 年⽣
の皆さん、先⽣⽅、関係者の皆さん、ありがとうございました。

実践⼥⼦学園中学の⽣徒が岩村町でお世話になりました！

いわっこ元気だより！ 今⽉は 岩⾢中学校 



     

こんにちは！恵那特別⽀援学校です。
 
去る６⽉１⽇(⼟)「⼩学部・中学部運動会」を、当校にて開催しまし

た。「スマイルゴール」を合⾔葉に、どの⼦どもも楽しんで競技に参
加しました。当⽇は地域からたくさんのご来賓の⽅にお越しいただき、
運動会を盛り上げていただきました。⼤変ありがとうございました。 

 
 当校⼩学部では、今年も岩村町内の⽔
⽥で⽥植えを体験させていただきまし
た。地域の⽅に⽥植えの⽅法を教わり、
貴重な体験をすることができました。秋
の収穫を楽しみにしながら学習を発展さ
せていきたいです。 

 
              
 

■『ロックビレッジバザール』のお知らせ     
 今年度最初の『ロックビレッジバザール』を下記のとおり開催します。地域の皆さん、是⾮
お越しください。なお、中学部・⾼等部作業学習製品についての詳しい内容は当校ＨＰにてお
知らせする予定です。      

期 ⽇ 内 容 場 所 
７⽉ 5 ⽇(⾦) 14:00〜14:40 中学部作業学習製品販売 当校バスヤード 
７⽉２7 ⽇(⼟) 10:00〜11:15 ⾼等部作業学習製品販売 当校ピロティー 

 
７⽉２7 ⽇（⼟）は、当校ＰＴＡ⾏事「夏まつり」も同時開催します。⾷べ物バザー、遊びのコ
ーナー(プラバン、⿂釣り、輪投げ、シャボン⽟等)などご⽤意してお待ちしております。お誘い
あわせのうえ、是⾮お越しください。 

       
いわっこクラブ活動紹介 

 
6 ⽉ 10 ⽇、飯⽻間の國領浄美さんのお庭のお花でプチフラワーアレンジを⾏いました。 

普段、花を活けることのない⼦どもたちも、季節に咲く花を⾒て、触って、嗅いで、さまざまな感覚を
使いながら楽しみました。 

できあがったアレンジは、お⺟さん、お⽗さん、おじいちゃん、おばあちゃん宛にメッセージカード
を書いて持ち帰りました。 

いわっこクラブでは、これからも家や学校であまり体験しない事を組み込んで活動していきます。 

教育委員会⽣涯学習課 電話 26-2111(内線 477) ⼦ども教室携帯 090-4400-0771  



 
岩村地域⾃治区運営協議会からのおしらせ 

「市⻑と語る〜まちづくり懇談会〜」を以下の⽇程で開催します。 
 今回は第 1 部で市⻑から主要施策の説明、第 2 部で「城下町いわむらの魅⼒アップ」
をテーマに住⺠の皆さんとの意⾒交換や市からの助⾔等による懇談会とします。特に第 2
部では昨年度岩村をロケ地とした NHK 連続テレビ⼩説「半分、⻘い。」の影響等により
⾮常に多くの観光客で賑わい、今後この賑わいをどのようにして維持・拡⼤していくかと
いう視点で住⺠の皆さんと意⾒交換を⾏い、活性化策を考えます。 
 
１．⽇ 時  令和元年８⽉６⽇（⽕）  

午後 7 時〜8 時 30 分 
２．場 所  岩村コミュニティセンター⼤ホール 
３．主 催  岩村地域⾃治区運営協議会 
４．内 容  第 1 部：市⻑から主要施策の説明 
       第 2 部：意⾒交換会 

テーマ：「城下町いわむらの魅⼒アップ」 
進め⽅：ア）現状や課題、今後の取り組み等 

について説明 
イ）⼀般参加の皆さんと意⾒交換 
ウ）市出席者からの助⾔等 

岩村振興事務所からのお知らせ＆お願い 
 
受動喫煙防⽌対策について  

2018 年 7 ⽉、健康増進法の⼀部を改正する法律
が成⽴しました。 

このことで、望まない受動喫煙を防⽌するための
取り組みは、マナーからルールへと変わります。 

2020 年の全⾯施⾏へ向けて段階的に進められ、
公共施設（学校・病院・児童福祉施設・⾏政機関）
については 2019 年 7 ⽉から施⾏されます。 

岩村振興事務所の喫煙場所については下図の場所
になります。 

野良猫にエサを与えないでください！ 
 

最近野良猫による糞尿被害の連絡が多く寄せ
られています。 

今まで違う場所で⽣活をしていた猫が、エサ
やりをすることで⺠家の近くに居着き糞尿をし
ているのが原因と思われます。 

かわいい・かわいそうだからと野良猫にエサ
やりをしておられる⽅はいませんか？ 

その⾏為は猫同⼠の⾷料のうばい合いとなり
ケガをしたり死んだりして間接的に傷つけてい
ると⾔えます。 

本当にかわいい・かわいそうという思いがあ
るのでしたら責任を持って飼うことをお勧めし
ます。 

また、近所のお付
き合いもあるので⾔
いたくても⾔えずに
困っていらっしゃる
⽅もみえます。 

夏になりニオイも
特に気になる季節で
す。 

マナーを守ってい
ただくようよろしく
お願いいたします。 

駐⾞場 

ルールを守って正しい喫煙を！



⾃治連合会・⺠⽣委員からのお知らせ

「安⼼カード」新規・更新調査のお願いについて 
 
 

 
⽇頃は、岩村町の地域づくり、防災・災害活動にご理解、ご

協⼒を頂きまして誠にありがとうございます。 
さて、岩村町⺠⽣委員児童委員協議会及び岩村町⾃治連合会

では、地域の皆様が安全で安⼼して暮らすことができるように、
平成 22 年度から「安⼼カード」を地域の皆様のご理解とご協
⼒により作成しました。また、⾃治会⻑、福祉委員の皆様のご
協⼒により、毎年度新規・更新調査を⾏っております。 
「安⼼カード」は、いつ起こりうるかわからない⼤規模地震や
災害などの発⽣時に、地域住⺠の安否確認や災害時要援護者等

の最新情報（「安⼼カード」）として、役⽴つことが出来れば幸いと存じます。 
今年度も新規・更新調査の時期がきました。 

調査により⾃治会⻑または福祉委員がご⾃宅を訪問した際は、ご協⼒いただきますようよろしく
お願いいたします。 
 

岩村町⺠⽣委員児童委員協議会 
会 ⻑ 丸⼭ 正男 

岩村町⾃治連合会 
会 ⻑ 三宅 祥市

恵那市社会福祉協議会岩村⽀部からのお知らせ 恵那市役所からのお知らせ 
 
岩村福祉センターの７月の予定をお知らせします。
 
◎ いっしょにいこまい会 

７月１９日（金） 10：30～ 
カイロプラクティック先生の健康講座     
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 
7 月 10 日(水) １３：３０～１５：００   
7 月２４日(水) １3：３０～１５：００ 

 
◎ 毎週火曜日には、「親子遊びの場」の開設 

７月 ２日(火) 親子あそびとフルーツポンチ 
作り (１家族 100 円) 

７月１６日(火) 親子遊び・絵本 
「水遊びを楽しもう」 
 

※ 両日とも 10:30～11:30 
 
 

健康トレーニング随時参加者募集しています 

 
< 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 

http://www.ena-shakyo.or.jp/ 

デマンド交通のバス停追加のご案内  
⽇頃は、恵那市の⾃主運⾏バスをご利⽤いた

だきまして、ありがとうございます。 
先⽇、岩村地域⾃治区運営協議会で承認され

たバス停ですが下記のとおり追加をすることと
なりましたので、引き続きご利⽤くださいます
ようご案内申し上げます。 
 
〇路 線 名  岩村デマンド交通よやくる号
○改 正 ⽇  令和元年 8 ⽉１⽇（⽊）〜 
○追加バス停名  ①上平集積所前（上平） 

②上平公会堂東（上平） 
③⾒屋洞（1 区） 
④新建（5 区） 
⑤上⼤円寺（6 区） 

 
 

 
恵那市公式キャラクター『エーナ』 

町⺠のみなさまへ

バス停が増えるんだナ 

問い合わせ先 
恵那市役所 観光交流課 公共交通係 

電話：0573-26-2111（内線 389） 



 
       
                                

 
夏やすみこども講座のお知らせ 

 
今年も、夏やすみこども講座を開講いたします。今年度は、7 講座を開講。 
みなさまのお申込をお待ちしております。受付は、７⽉６⽇（⼟）から７⽉１３⽇（⼟）まで。 
材料の準備等があります。申込は、期⽇内にお願いいたします。  
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

講 座 名 開催⽇ 対  象
「知新塾夏の友」⽊っ端でミニロボット ７⽉２０⽇（⼟） ⼩学⽣ 

「知新塾夏の友」左官屋さんのモザイクタイル⼯作 ７⽉２１⽇（⽇） ⼩学⽣ 

「知新塾夏の友」カラフル切り絵のうちわを作ろう ７⽉２７⽇（⼟） ⼩学４年⽣から６年⽣ 

「知新塾夏の友」おもいおもいの器を⼟から作る 
７⽉２７⽇（⼟）
７⽉３０⽇（⽕） ⼩学⽣ 

「知新塾夏の友」サンキャッチャーとハーバリウム作り ７⽉２８⽇（⽇） ⼩学⽣ 

「知新塾夏の友」電動⽷のこで⽊のペンダントを作ろう ７⽉３１⽇（⽔） ⼩学１年⽣・⼩学２年⽣
は保護者同伴

「知新塾夏の友」電波教室 ８⽉１８⽇（⽇） ⼩学４年⽣から６年⽣ 

     
令和元年６⽉1 ⽇現在の⼈⼝・世帯表              

 6 ⽉ 先⽉ 昨年6 ⽉

総数 4,911 ⼈ （▲4） 〈▲49〉

男性 2,380 ⼈ （+１） 〈▲18〉

⼥性 2,531 ⼈ （▲5） 〈▲31〉

世帯 1,888 世帯 （▲1） 〈+23〉

（ ）内は前⽉との⽐較〈 〉は前年同⽉⽐ 
   

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49 ⼈も⼈⼝が減っています。（対前年同⽉） 

10 年で1,000 ⼈減少するペースです。 
このまま⼈⼝減少が進んでしまうと・・・。

岩村コミュニティセンター使⽤予定(７⽉) 
 

7 ⽉4 ⽇（⽊）  乳幼児学級 
7 ⽉9 ⽇（⽕）  いわむらうたごえ同好会 
7 ⽉11 ⽇（⽊）  献⾎ 
7 ⽉12 ⽇（⾦） 無料法律相談 
7 ⽉20 ⽇（⼟） 特別公開講座  

いわむら⼀斎塾  
下⽥歌⼦と和歌 

7 ⽉20 ⽇（⼟） ことぶき結婚相談所 
7 ⽉23 ⽇（⽕） D-スマイルカフェ 

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

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION 

急募！！ 
七⼣ふくろうまつりのお⼿伝いをしてくださるボランテ

ィアスタッフを募集しております。 
お⼿伝いしていただけた⽅にはふくろうまつりスタッフ

T シャツを差し上げます。 
楽しさは保証します！⼀緒におまつりを盛り上げてみま

せんか？ 
お問合せは岩村振興事務所まで。 

電話番号：0573-43-2111 （担当：⼭辺） 




