
   

   

 

  

 

 

 

 
                          

 
 
毎年⾏われるまちづくり懇談会ですが、今回は 2 部制で⾏われ第 1 部は市⻑から

主要施策の説明、第 2 部は「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 
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こすべからず。」  
（⾔志録）⼠（＝志ある⽴派な⼈間）は、⾃分に⾃信をもって独⽴して⾏動
し⽣きて⾏くことを意義あるものとして⼤切にしている。⼒のある者に媚

こ

び
たり、お⾦持ちにへつらったりしてはいけない。⾃分の考えで物事の善悪が
わかり、⾃分の⾏動を間違わないようにすることができる者は、他⼈の考え
にとらわれない独⽴した者である。 

そのような⼈間をめざすためには、やはり勉強以外にないね。 
【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協議会 

〒509-7403 恵那市岩村町 1657 番地 1

http://www.hot-iwamra.com 

令和元年 8 月 1 日発行 №91 

ほっと・ホット・もっと 

ホットいわむらだより 

 

＊8/6 市長と語るまちづくり懇談会 

＊防災訓練のおしらせ 

＊生徒会サミットが行われました。 

＊8/13 ザ・縁日 

佐藤⼀斎 今⽉のひとこと（8 ⽉）

「市⻑と語る〜まちづくり懇談会〜」を開催します！
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恵那市総合防災訓練を行います！ 
訓練テーマ： 

『地域のみんなで声かけ、安全に避難！』 
 
⽇時：令和元年 9 ⽉ 1 ⽇（⽇）８:00〜 
 
【想定】 

AM8:00、紀伊半島沖を震源とする南海トラフ地震（マグニチュード 9.0）が発生し、市内で最大震

度６弱を観測。この地震により、家屋の倒壊、崖崩れ、火災の発生、ライフライン等に大きな被害が

発生した模様。死者、行方不明者、負傷者も発生した模様で、今後、大きな余震が続く恐れがあり、

さらなる被害拡大が予想される。市長は、市全域に「避難指示」を発令、全ての避難所の開設を決定

した。 

8:00〜 避難・⼈員把握訓練 
   ※サイレンが鳴ったら、となり近所に声 

をかけて、避難場所へ集合してください 
9:30〜 炊き出し訓練、⾃衛隊⾞両展⽰ 
    【⽇⾚奉仕団・⼥性防⽕クラブ】 
    （場所）岩村コミュニティセンター 
 

 

第 35 回 薪能のお知らせ 七⼣ふくろうまつり（報告・お礼） 
 
令和元年 8 ⽉ 24 ⽇（⼟）、岩村藩主邸跡（岩村歴史資

料館前）にて、第 35 回いわむら城址薪能（たきぎのう）
が開催されます。（開場 16:30 開演 17:30）岩村城の歴史
を⾒守ってきた⽼松を背景に演じられる「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。 

今年の演⽬は、能が「楊貴妃」と「野守」。狂⾔が「仏
師」です。チケットは⼤⼈前売り 3,000 円（当⽇ 3,500
円）・中⾼⽣（前売り・当⽇ともに）1,000 円で、岩村コ
ミュニティセンター・恵那⽂化センター・恵那市観光協会
岩村⽀部・チケットぴあ・ジョイセブンで好評発売中です。

 
主   催：いわむら城址薪能実⾏委員会 
問い合わせ：恵那市観光協会岩村⽀部 43-3231 

昨年放送された「半分、⻘い。」の主⼈公・鈴
愛と律の誕⽣⽇をお祝いし「七⼣ふくろうまつ
り」を開催したところ、約 3000 ⼈のお客様で
賑わいました。さらに鈴愛の親友である⽊⽥原
菜⽣さんのお⽗さん役で、声優でも⼤活躍の⾼
⽊渉さんも特別ゲストで登場しトークショーで
⼤いに盛り上げていただきました。 

⼤盛況に⾏えたのもみなさまのご協⼒があっ
たからこそと思っております。これから岩村町
を盛り上げて⾏きますのでご協⼒をお願いしま
す。 

⾮常時の備えは⼗分ですか?
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いわっこ元気だより 
 

岩⾢⼩学校の取組が、全国誌である学研『教
育ジャーナル』８⽉号に掲載されました。 

吉村良校⻑が⽂を担当し、平成３０年度よ
り⽴ち上げた学校運営協議会の仕組みを⽣か
して、「いわむら⼀斎塾」や「いわむら五っこ」
など地域の団体の⼒を借りながら「ふるさと
教育」を推進していることが紹介されていま
す。⼀斎先⽣の教えを学ぶ「岩⼩検定」、お昼
の放送でのコーナー「今週の⼀斎先⽣」、昨年
度の６年⽣が中⼼となって作ったＱＲコード
で読み取る⼀斎先⽣の『⾔志四録』の解説と
「⾔葉マップ」など、岩⼩の宝となる取組が満
載です。岩村の皆さんにもぜひ⼿にとってご
覧ください。 

今後もふるさとを愛し、⾃⼰の⽣き⽅を考
えられる⼦を育てられるよう、地域と連携し
て取り組んで⾏きたいと思います。 
 

恵那市の中学⽣による『⽣徒会サミット』が⾏われました。 
7 ⽉ 24 ⽇に岩村コミュニティセンターにおいて、恵

那地区の中学校⽣徒による『⽣徒会サミット』が⾏われ
ました。 

このサミットはお互いの⽣徒会活動について発表し
⾃校に取り⼊れられそうなことを考える趣旨のもと⾏
われており今回で 3 回⽬を迎えます。 

各中学校、スローガンや取り組みを発表する中で岩⾢
中学校は『とことん』をスローガンに掲げ、⽇常⽣活に
めりはりをもち、今まで出来たことでもとことん掘り下
げて取り組むという発表をされました。 

取り組みに関しては『⼈権宣⾔』を宣⾔し、いじめの撲滅・明るく過ごせる中学校⽣活が出来るよう
に「ひびきあいの⽊」という、⽊をモチーフにしたイラストに⽣徒のよかった姿やかけられてうれしか
った⾔葉などをその⽊に貼っていくという取り組みをされていました。 

今⽉は岩⾢⼩学校です 

岩中⼈権宣⾔ 
 

第1条 相⼿と同じ⽴場に⽴ち、互いの違い
を越えて受け⼊れていきます。 

第2条 いつも⾃分らしくいます。 
第3条 互いに認めあい良い姿を取り⼊れ

合って向上していきます。 

⽣徒会サミットの様⼦ 

岩中⽣徒の発表の様⼦ 

岩村城に知新館、幕末儒学者、女性教育者、植物学者 etc．

史跡や文化財に富み、多くの先人を輩出してきた岩村町。

地域の歴史と伝統、誇りを肌で感じられる文化風土の中、 

「自ら学び たくましく生きる 心豊かな子」を育む。 

地域が誇る幕末の儒学者・佐藤一斎先生

と偉人・西郷隆盛の関係を調べる取り組

みを主体となって行った 6 年生 

歴史と伝統が感じられる岩村町の町並み 
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こんにちは！恵那特別⽀援学校です 
⾼等部 1 年⽣は、７⽉４⽇（⽊）〜７⽉５⽇（⾦）の２⽇間、恵那⼭荘

で宿泊学習を⾏いました。２⽇間とも天候にも恵まれ、計画していた活動
を⾏うことができました。１⽇⽬は、マスつかみ取り体験を⾏った後、カ

レーライスとマスの調理を⾏いました。マスつかみ取り
体験では、逃げ回るマスを素⼿でつかみ、たくさんの笑
顔が⾒られました。その後、マスをさばいて串にさした
り、カレーの具材を切ったりして調理し、どちらもおい
しく作ることができました。２⽇⽬は、グランドゴルフ
を⾏いました。ボールがカップに⼊ったときは、仲間と
拍⼿をして楽しむ姿が⾒られました。これからの学校⽣
活もみんなで協⼒して楽しく過ごし、充実したものにし
ていきます。 

６⽉１７⽇（⽉）に岐⾩県恵那警察署⽣活安全課の警察官のご指導のもと、学校教職員対象の不審者
対応訓練を実施しました。警察官が不審者役となって校内に侵⼊した想定での実地訓練では、不審者に
対する接し⽅や、複数で対応することの⼤切さを学びました。今後、⼀層危機管理意識を⾼め、児童⽣
徒の安全を守りたいと思います。地域の皆様のご協⼒をよろしくお願いいたします。 
 

 

           
実践⼥⼦学園だより  〜⽇野キャンパスに「灯り」の空間をデザイン〜                   

学⽣が⾃作した「灯り」で⼤学構内をライトアップする
イベント「光の庭－２０１９七⼣」が７⽉５⽇（⾦）と６
⽇（⼟）の両⽇、⽇野キャンパスで⾏われました。今年が
４回⽬の開催で、七⼣にちなむ夏の実施は初めてです。⽇
が暮れ、暗闇に包まれたキャンパスに「灯りのイエ」の穏
やかで美しい光群が浮かび上がり、学⽣や訪れた近隣住⺠
の⽬を楽しませました。 
 イベントは、⽣活科学部⽣活環境学科の建築デザイン研
究室（⾼⽥典夫教授）の学⽣らが中⼼となり、準備しまし
た。「灯りのイエ」と称して、学⽣らが１０センチ四⽅の
トレーシング紙を家の形に折り、発光ダイオード（ＬＥＤ）電球を包んだ照明を２５０個作製。⽊材を

組んで輪ゴムで⽌めただけのシンプルな構造体のやぐら（⾼
さ１〜３メートル）に、数個の「灯りのイエ」を飾り付けて、
建物内部のエントランスや外の広場などに天の川の形など
をイメージして置かれました。 
 空間デザインを監修した⾼⽥教授は、イベントの狙いを
「ＬＥＤをトレーシング紙で包み込むことにより、ＬＥＤの
鋭い光が穏やかな光に変わる意外性が⽣まれる。今までに体
験したことのないような空間体験ができる」と語りました。
 本学では、今後もさまざまなイベントを⾏っていきま
す。岩村町の皆様も東京にお越しの際は、是⾮本学のイベ
ントにご参加いただけますと幸いです。 

ロックビレッジバザール今後の予定 
 

７⽉の当校のロックビレッジバザールにお越しいただきありがとうございました。今年度
の本校中等部の作業製品販売は、以下のように計画しおります。是⾮、⾜をお運びください。
 
１１⽉３⽇（⽇） ⾶翔の⾥まつり（中津川市） 
１１⽉８⽇（⾦） 知新祭第２回ロックビレッジバザール（恵那特別⽀援学校） 

９⽇（⼟） 
２⽉７⽇（⾦）  第 3 回ロックビレッジバザール（恵那・中津川市内で調整中） 
３⽉１⽇（⽇）  岩村城下のひな祭り（いわむら城下町）
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パスポートを使って楽しくお得に巡ろう! 〜東美濃観光パスポート〜
パスポートを提⽰するとお得な「おもてなし特典」がいっぱい。 

＜東美濃観光パスポートの楽しみ⽅＞ 
東美濃（恵那・多治⾒・中津川・瑞浪・⼟岐・ 

可児・御嵩）の約 360 の観光施設や宿泊施設などでおもてなし特典が受け
らえます。 

さらにスタンプを集めると抽選で豪華賞品ＧＥＴのチャンスが得られま
す。 
＜パスポートの利⽤⽅法＞ 
①パスポート発給所で「東美濃観光パスポート」をＧＥＴ！ 
②ガイドブック掲載の参加施設からお⽬当てのお店へＧＯ！ 
③参加施設でパスポートを提⽰して条件(500 円以上の利⽤、有料施設⼊場、
宿泊、体験施設参加など）を満たすと、うれしいおもてなし特典が受けられ
ます。 開催期間は、令和 2 年 2 ⽉ 29 ⽇（⼟）までと⻑期間になっていますので是⾮ご利⽤ください。
＜岩村町のパスポート発給所・商品応募箱設置個所＞ 
〇岩村観光案内所“えなてらす、いわむら。”(観光協会岩村⽀部) 〇ゲストハウスやなぎ屋  
〇岩村⼭荘 〇⼥城主・岩村醸造 
＜岩村町の参加施設＞ 
〇ゲストハウスやなぎ屋 〇岩村⼭荘 〇岩村歴史資料館 〇茅の宿とみだ 〇Ｇreen Ｈerbs  
〇みはら 〇味処 道恵亭 〇松浦軒本店  〇かめや菓⼦舗 〇⼥城主・岩村醸造 〇⽔半名物販売店
〇松浦軒本舗 〇岩村観光案内所“えなてらす、いわむら。” 
(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/“えなてらす、いわむら。”) 

いわむら歴史再発⾒ vol.57 〜藩主邸の搦⼿を守った清楽寺〜 

清楽寺は、現在は殿町の⼀本橋のたもとにありま
すが、江⼾時代には上町の瀬⼾⽯油さんの北、本町
⼀丁⽬集会所のところにありました。 
 はじめは、正安元年（1239）に⼤路沢の不⽼滝を
望む場所に臨済宗寺院として開創され、滝井⼭と号
したと伝えられています。丹⽻⽒が藩主であった慶
安年中（1648〜52）に上町で曹洞宗寺院として中興
され、妙仙寺（乗政寺⼭にあった丹⽻⽒の菩提寺）
の末寺となりました。明治の災害で被災して特別⽀
援学校敷地内に移り、⼤正年間に学校拡張により現
在地へ移転しました。（『岩村町史』） 
 江⼾時代の城下町には、現在は廃寺になっているものも含めて８つの寺院がありました。このうちの
七つは江⼾時代になってから藩主の松平⽒や丹⽻⽒により開かれたものです。戦国時代以前、遠⼭⽒が
領主であったころから存続しているのは清楽寺だけで、中世の岩村を考える上でとても重要な寺院で
す。 
 寺跡は、瀬⼾⽯油さんの前から橋を渡ったところで、藩主邸の裏⾨（搦⼿）の下に位置しています。
裏⾨からの道は清楽寺につながっており、境内を通らないと出⼊りができないようになっていました。
清楽寺の敷地は、藩主邸の⾺出曲輪の役割を有しており、⼀体のものとして整備されたと考えられます。
 慶安年中（1648〜52）とされる清楽寺の中興は、藩主邸が現在の形になった時期を⽰唆しているの
かもしれません。 

清楽寺跡の全景。背後の林の奥に藩主邸がある 
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みんなに乗って

ほしいんだナ！ 

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８⽉の予定をお知らせします。 
◎ いっしょにいこまい会 

８⽉３０⽇（⾦） 10：30〜 
 介護保険について（専⾨員のお話） 

会費 300 円（お昼ご飯もあります）                                
◎ 健康トレーニング（⼀回５００円）予約不要  

8 ⽉２１⽇（⽔） 13：30〜15：00 
8 ⽉２８⽇（⽔） 13：30〜15：00 
9 ⽉１１⽇（⽔） 13：30〜15：00  

 毎週⽕曜⽇には、「親⼦遊びの場」の開設      
８⽉のボランティアさんによる読みきかせ・ 

おやつ作りは、お休みです。  
9 ⽉ 3 ⽇(⽕) 親⼦遊びとおやつ作り 

（どら焼きにチャレンジ）      
  

  
いわっこくらぶ活動紹介 観光交流課からのお知らせ

          
7 ⽉ 22 ⽇、「は

じめてのプログ
ラミング」体験を
⾏いました。 

プログラミン
グは来年度から
⼩学校の授業で
も始まります。 

今回は、アプリ
を使ってロボッ
トボール「スフィロ」を動かしました。 

プログラミングと聞くと、難しそうで⼀歩引い
てしまいますが、保護者サポーターのみなさんも
⼀緒に楽しみました。 

夏休みは、
えのぐ遊びも
⾏います。平
⽇の活動時間
は 1 時間ほど
ですが、夏休
みを活⽤して
2 時間たっぷ
り活動したい
と思っていま
す。 

【お問い合わせ】 
⽣涯学習課 放課後⼦ども教室担当：荻⼭・⼭内 
電話：0573-26-2111（内線 476） 
放課後⼦ども教室直通：090-4400-0771 

令和元年 8 ⽉ 1 ⽇から「岩村デマンド交通よやく
る号」のバス停が追加されました。 

これは各⾃治会からの要望を元に、公安委員会や運
⾏事業者、⼟地の所有者との協議を⾏い、恵那市公
共交通会議で承認されたことにより設置されるもの
です。 

よやくる号は
路線バスでは通
れなかった地区

でも運⾏が可能で、新たなバス停も
設置ができます。「よやくる号を
使いたいけどバス停が遠い」とい

う⽅がお⾒えでしたら⾃治会⻑さんを通じて恵那市
役所観光交流課までご連絡下さい。 
【お問合せ】 
恵那市観光交流課 担当：篠原 
電話番号 0573-26-2111（内線 389） 

いっしょにいこまい会 園児との交流会 ⼈形劇くれよん観劇 

みなさん、福祉センターへ

お越しください！ 

恵那市公式キャラクター 
「エーナ」 
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乳幼児期の家庭教育「いわむら学級」のお知らせ 
⽇にち：令和元年9⽉5⽇（⽊）【当⽇参加OK】 
【学習テーマ】 

●重要伝統的建造物群保存地区を散歩 
 【岩村本通り・城下町】  

【内 容】 
●散歩しながら町内の⽅とふれあう 
 旧岩村振興事務所 １０時出発 

 （⾬天の場合は、岩村コミュニティセンター ⼤会議室１０時〜） 

図書室の新刊紹介 16 冊の新刊が⼊りました！ 

ノラネコぐんだん おばけのやま（⽩泉社） 
ノラネコぐんだん そらをとぶ（⽩泉社） 
ノラネコぐんだん きしゃぽっぽ（⽩泉社） 
ノラネコぐんだん おすしやさん（⽩泉社） 
ノラネコぐんだん パンこうじょう（⽩泉社） 
えんとつ町のプペル（幻冬舎） 

 
 
 
 
  
 

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

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION 

令和元年７⽉ 1 ⽇現在の⼈⼝・世帯表              
 令和元年７⽉ 先⽉ 昨年同⽉ 

総数 4,908 ⼈ （▲３） 〈▲５２〉

男性 2,379 ⼈ （▲１） 〈▲１８〉

⼥性 2,529 ⼈ （▲２） 〈▲３４〉

世帯 1,893 世帯 （+5） 〈+２３〉
（ ）内は前⽉との⽐較〈 〉は前年同⽉⽐   

昨年 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 52 ⼈も⼈⼝が減っています。（対前年同⽉） 
10 年で 500 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・・・。

このほかにも 10 冊⼊荷しました。 
⼦供から⼤⼈まで楽しめる本をご⽤意して
います。是⾮お越しください。 

岩村コミュニティセンター使⽤予定 
(８⽉)       

※諸事情により変更になる場合があります。
８⽉６⽇(⽕)  市⻑と語るまちづくり懇談会 
８⽉８⽇(⽊)  ⼈権相談 
８⽉９⽇(⾦) 無料法律相談 
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令和元年八月十三日 （火）
午後三時三十分～

岩邑小学校グラウンド

令和元年八月十三日 （火）
午後三時三十分～

岩邑小学校グラウンド

令和の縁日
ふるさと創生花火

令和の縁日
ふるさと創生花火

主催・岩村城再建構想実行委員会
お問い合わせ：恵那市恵南商工会　℡0573-54-2902
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