
   

   

 

 

 

 

 

 
                       

      
11 ⽉ 3 ⽇（⽇）、岩村本通りで「2019 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。今年は３連休の中⽇ということもあり遠⽅から来ていただいたお客様も⼤勢来場していただき⼤
盛況でした。今年は初の試みで岩⾢中学校⽣徒によるスタンプラリーも⾏われ⽣徒たちのアイデアがいた
るところにちりばめられ参加者を喜ばせました。こども横丁では地元の⽶を使った五平餅や懐かしいポン
菓⼦が販売されアトラクションでは⽵⾺、ストラックアウト、ミニＳＬで⼦供たちは⼤喜びでした。 
  「ふくろうまつり」も併催され、⼤⼈は懐かしいゲームを⼦供たちが新鮮な感じで遊んでいました。 
【次⾴特集】                
⼀斎先⽣が⾔われました。 

「⼈
ひと

は 須
すべか

らく忙裏
ぼ う り

に閒
かん

を占
し

め、苦中
く ち ゅ う

に楽
ら く

を存
そん

する⼯夫
く ふ う

を著
つ

くべし。」（⾔
志耊録１１３） 
（いよいよ今年も終りだね。なんとなく気分まで忙しくなってしまうね。
あまり忙しい感があると⾃分の⼼まで亡くしてしまうよ。例え忙しくても
静かにくつろぐような⼼を持つことが⼤切だね。また、苦しみのなかにあ
っても、いつも苦しい苦しいと思わずに、そこに楽しみを⾒つけ出す⼯夫
も必要だね。） 

   ＮＰＯ法⼈いわむら⼀斎塾 

広報いわむら 
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令和元年 12 月 2 日発行 №95 

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 

＊12/14 トラクターイルミネーション 

＊下田歌子賞表彰式記念イベントの開催 

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）

いわむら城下おかげまつり＆ふくろうまつり ⼤盛況︕ 
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いわむら城下おかげまつり＆ふくろうまつり写真館     
いわむら城下おかげまつり・ふくろうまつりでは、様々な企画やアトラクションが催されました。               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                               
 

  

たくさんの⼈で賑わいました︕ 

みなさまの『おかげ』です。

中学⽣による獅⼦舞演舞︕ 

安岐太⿎︕決まってますね〜 

ファミコンに夢中︕ 

気分は⽩バイ警察官︕ 

中学⽣のアイデア満載の 
スタンプラリー

⽕災予防パレード︕⽕の⽤⼼︕ 

おいしい餅がつけたよ︕

ゆかりの郷市町村による 
特産品販売 えーなと⼀緒にハイポーズ︕



        
おかげまつりの御礼とご報告(協賛⾦)           

11 ⽉ 3 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）26 件 （⾦額）154,000 円

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
 
いわむら城下おかげまつり実⾏委員会 委員⻑ 宮地喜義 

       

         
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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か︖  
保護者の⽅のお⼿伝いがあれば、未就学児でも楽し

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）令和 2 年 2 ⽉ 1 ⽇（⼟） 
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  岩村醸造(株) 清楽寺 
松浦軒本店 深萱安信 勝川勇作顕彰会 居酒屋殿 
岩村町獅⼦舞保存会 エコノ中垣 くるまの河⽥ 
おそうざいかぶと あしざわや 荻⼭善蔵 
安藤⽣花店 ⼭丸屋商店 勝川哲男 きままや 
郷⼟読本編集委員会 ｽﾎﾟｰﾂｼｮｯﾌﾟニシオ 福平栄久 
やましろや⻄尾和洋 ⽥中清明 伊藤兼章  
稲葉治 荻⼭芳朗 岩村町⻘少年育成町⺠会議 
(株)飯⽻間営農 恵那市消防団岩村分団 

【敬称略】 

トラクターイルミネーション
ｉｎふるさと富⽥会館

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」が開催さ
れます。今年は、⽔を張った⽥んぼ
に映し出されるトラクターイルミ
ネーションに挑戦します︕ 

日時 令和元年１２月１４日（土） 

    18：00～22：00 

場所 ふるさと富田会館 

今年は１２⽉８⽇から１２⽉３１⽇までイルミネーション⼀部点灯いたします。 
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地域サポーター募集 〜恵那南⾼校の教育活動にご協⼒をお願いします〜 

現在恵那南⾼校は、総合学科設置校として⽣徒の進路実現に向けて取り組んでいます。 
平成 28 年度から岐⾩県教育委員の指定を受け、「地域連携による活⼒あるまちづくり推進事業（魅⼒化プロジ
ェクト）」として、恵那南⾼校の活性化と魅⼒化
向上を⽬指しております。 

そこで、今後ますます必要とされるのは、域
学連携（恵那南⾼校・恵那市南部地域の⽅々・
⼤学の連携）としての地域サポーターの存在で
す。 

つきましては、⽣徒の学ぶ⼒に援助していた
だける地域応援サポーターを募集いたします。
募集する内容については、下記の通りです。年
齢・性別の制限はございません。ぜひ、ご理解
とご協⼒をお願いします。 

サポーターとして取り組む内容 
１.部活動への応援（運動系、⽂化系の⼤会応援や演奏会、展
⽰会への応援参加⾒学） 
２.歴史等地域散策への協⼒（「郷⼟研究」における地域研究

への参加、指導、ガイド、「郷⼟芸能」における太⿎や歌
舞伎などの指導、援助） 

３.地場産業（⾷や産業など）についての指導 
４.⾃主学習スペースへの援助（教科指導・相談） 
５.その他（ご⾃⾝で可能な項⽬） 
※どの分野でもかまいません・費⽤はかかりません・報酬はありません 

活動については随時お知らせします。 
※【恵那南⾼校地域サポーター登録票】は、岩村振興事務所にございます。

交通安全協会岩村⽀部からのお知らせ 野良猫にエサを与えないでください︕ 
冬になり⽇没がどんどん早くなっています。特に年

末は慌ただしく注意が⾏き届かなくなり普段よりも交
通事故の発⽣が⾼くなっています。 

また、16 時から 20 時にかけては『魔の時間帯』
と⾔われ交通事故が多発しており交通死亡事故が多く
発⽣しています。 

運転者はライトの早めの点灯を⾏うとともに、歩⾏
者や⾃転⾞利⽤者は明るい服装をしたり、反射材・ラ
イトを活⽤し、⾃分の存在を周囲に知らせるようにし
ましょう。 

また年末は、忘年会などで飲酒の機会が多くなって
きます。飲酒運転は絶対にしないようにしましょう︕
 

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。 
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。 
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あなたも絶対⾏きたくなる︕ＮＨＫ［⽇本最強の城］麒麟がくるＳＰに 

岩村城が登場!! 
いま⼤⼈気の“城”の魅⼒を徹底的に解明する、歴史エンターテイメント番組の第５弾︕ 来年１⽉ス

タートの⼤河ドラマ「麒麟がくる」の主⼈公「明智光秀」ゆかりの城をピックアップ。 下記により⼟
曜⽇のプレミアムタイムに全国放送で放映されますのでお⾒逃しなく!! 
タ イ ト ル  ｢⽇本最強の城｣麒麟がくるＳＰ（スペシャル） 
放  送  局  NＨＫ総合テレビ 
放  送  ⽇  令和２年１⽉４⽇（⼟） 午後９時〜１０時（予定）※変更の場合があります。 
登場する城  ⬤岩村城（岐⾩県恵那市）  ⬤岐⾩城（岐⾩県岐⾩市） 

⬤安⼟城（滋賀県近江⼋幡市）⬤⼀乗⾕城（福井県福井市） 
⬤福知⼭城（京都府福知⼭市）⬤⿊井城（兵庫県丹波市） 

出 演 者   ⾼橋英樹、春⾵亭昇太、千⽥嘉博（専⾨家）ほか 

名古屋・東京商談会で岩村をＰＲ!! 
１１⽉７⽇に名古屋で、１１⽉１９⽇に
東京で旅⾏社との商談会が開催され、岩
村城、岩村城下町等、岩村の魅⼒を最⼤
限にＰＲしてきました。 

 
いわむら歴史再発⾒ vol.61 〜『濃州恵奈郡岩村差出帳』がおもしろい〜 

 岩村町教育委員会は毎年、江⼾時代の史料を翻刻した「岩村町史史料編近世シリーズ」を発⾏していました。
この中の⼀冊に『濃州恵奈郡岩村・富⽥村・上飯⽻間村差出帳』（平成元年発⾏）があります。 
 この史料は、元禄16年（1703）、前年に改易されて丹⽻⽒⾳に代わって岩村藩主となった松平乗紀に提出した
村の明細帳です。翻刻した熊⾕博幸先⽣による解説によると、後筆の書き込みや付箋がたくさん付けられており、
⼀番新しいものは明治４年だということです。廃藩置県で岩村藩がなくなるまで、村の基本台帳として使われ続
けたことがうかがわれます。 
 内容は、⽥畑の⾯積と⽯⾼に始まり、橋の数、参勤交代のときの負担、社寺の明細、村役⼈の役職給、百姓の
持⼭や⽵藪の位置と⾯積などが詳細に記録されています。その中で⽬⽴つ単語は「御免」「御赦免」「除地」など
で、すべて年貢の減免に関わるものです。また、普請などにあたって藩から⽀給される物品、参勤交代の際の負
担量も詳細に書かれています。これは、新しい領主から新たな税や労役が課されないように、また既得権益を反
故にされないように、前領主丹⽻⽒との間の約束や取り
決めを詳細に書き上げた結果です。 
 当時の村の概要が⼿に取るように分かるばかりでな
く、領主との駆け引きの姿が⾏間からうかがわれる、た
いへんおもしろい史料です。特に岩村にお住まいの皆さ
んには、今も利⽤している道路や⽤⽔路の管理、⾝近な
祠や⼭林の様⼦が分かり、⾝近に感じられると思いま
す。翻刻された⽂章は、漢字がやや多いですが、現代⽂
に近く読みやすいので、⼀度⼿に取ってみてはいかがで
しょうか。（三宅唯美・市職員） 
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今年の芋掘り体験は富⽥の

服部さんや地域の⽅に⼿伝っ
てもらい、今年も沢⼭のさつま
芋が掘れました。また⾷⽣活改
善委員の⽅が⼤学芋を作って
くださり、壮健クラブの⽅と⼀
緒に美味しく頂きました。 

１０⽉２３⽇（⽔）にお年
寄りの健康体操などをやって
みえる林千尋さんに、「命をい
ただきます」の絵本を読んで貰
いました。かわいがっていた⽜
が⾁になる為売られていくの
を、悲しみの中⾒送る⼩さい⼥
の⼦、その⾁を「いただきます。
ありがとう」と⾷べる場⾯にな
ると⼦ども達も⼀同静まり・・。
野菜や⿂、⾁などの命を頂いて
⾃分達が⼤きく育っていける事に感謝の気持を持っていこうと話して貰い命について考えるいい機会になりま
した。 

１１⽉１８⽇（⽉）に中部⼤学の酒井先⽣と学⽣さん３⼈に来てもらい、年⻑さんに楽しい運動遊びを教えて
もらいました。酒井先⽣から跳ぶ・投げる・⾛ることがこの時期⼤切だよと教えてもらいお兄さん達と⼀緒に縄
跳びを跳んだり、⽟⼊れの⽟を⾼く投げたり、しっぽ取りで⾛りまわったりしました。こうした遊びの中で培っ
た⼒を学校に⾏ってからの勉強にも繫げていきたいと思います。 

今年度は４回の草取り交流会を地域の⽅に協⼒頂きました。こども達と⼀緒にラジオ体操をしたり園庭の草を
取っていただきありがたかったです。ありがとうございました。        
いわっこクラブ活動紹介 

１１⽉３⽇に開催された「おかげまつり」のこども横丁で、ポン菓⼦屋
さんをしました。 

そのポン菓⼦の材料は富⽥の⽥んぼで⽥植えと稲刈りを体験させてもら
ったお⽶です。 

はじめは恥ずかしがっていた⼦どもたちですが、頑張って「いらっしゃ
いませ〜」と声を出していました。おかげさまで、500 個⽤意したポン菓
⼦は完売となりました。ご購⼊いただいた皆様、優しくお声かけいただいた
皆様、貴重な体験をさせていただき、ありがとうございました。 
いわっこクラブからのお願い。 
12/23(⽉)、1/20(⽉)、2/17(⽉)の 15:10〜17:00 まで、岩⾢⼩学校での
活動があります。その時に、⼦どもたちの安全を⾒守っていただける⽅を探
しています。今年度はあと 3 回の活動ですが、ご協⼒いただけるようであ
れば、放課後⼦ども教室携帯までご連絡お願いいたします。
（090-4400-0771） 

＜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 岩村こども園 いわっこ元気だより！ 
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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・１⽉の予定をお知らせします 

                            
◎ 美容・健康トレーニング（一回５００円）予約不要 

１２月１１日(水) １３：３０～１５：００ 

１２月２５日(水) １３：３０～１５：００ 

１月２２日(水） １３：３０～１５：００ 

１月２９日(水） １３：３０～１５：００ 

◎ 毎週火曜日には、「親子遊びの場」の開設 

１２月 ３日(火)  親子遊び・フルーツサンド作り                    

１２月 1７日(火)  サンタさんがやってくるよ・楽器遊び  

１月 1４日(火)   親子遊び・お鏡開きをしよう 

１月２１日(火)   親子遊び・絵本「冬の馬酔木を楽しもう」 

２月 ４日(火)  親子遊び・ガレットに挑戦。 

 

◎ いっしょにいこまい会                   

   12 月 ２０日（金）１０：３０～ 口腔機能指導 

岩村福祉センター 会費   ４００円 

１月 ３０日（木）１０：3０～   新年会 会費１，0００円  

（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２８日（土）～１月５日（日）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 
１１⽉８⽇（⾦）、９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。 

 

今年もお世話にな
りました。来年も宜
しくお願いします。

高等部 小学部 

中学部 
ロックビレッジバザール 

の様子 
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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】 
令和２年１⽉３０⽇（⽊）  
【学習テーマ】健康とふれあい・親⼦でヨガ 
【内   容】親⼦でヨガ体験。⾃宅でも出来るヨガを学びます。     

まだ間に合う︕ 
ふるさと納税 

2019 年の控除対象となるふるさと納税は、受領証明書に記載されている受領⽇
（⼊⾦⽇）が2019 年12 ⽉31 ⽇までのもののみです。１２⽉までにふるさと納
税していただくと、来年の確定申告で控除を受けることができます。岩村を離れた
ご家族・ご親戚・ご友⼈などがいらっしゃれば是⾮『ふるさと納税』をお勧めして
ください。2020 年も同様にふるさと納税は⾏っておりますので、年末年始に帰省
された⽅々にPR していただきますようお願いいたします。 

詳しくは『ふるさとチョイス』ホームページへ︕ 
                 https://www.furusato-tax.jp/

岩村コミュニティセンター使⽤予定
(12⽉)        

１２⽉ ５⽇(⽊) ⼈権相談 
１２⽉１３⽇(⾦) 無料法律相談 
１２⽉１４⽇(⼟) 下⽥歌⼦賞の表彰式・記念イベント 
１２⽉１５⽇(⽇) ことぶき結婚相談所 
１２⽉１８⽇(⽔) ⾏政相談 
１２⽉２２⽇(⽇) D-スマイルカフェ 
※諸事情により変更・中⽌になる場合がありますのでご了承
ください。 
１２⽉２９⽇(⽇)から1⽉３⽇(⾦)まで休館いたします。

令和元年11 ⽉1 ⽇現在の⼈⼝・世帯表     
 今⽉ 先⽉ 昨年同⽉ 

総数 4,912 ⼈ （±0） 〈▲32〉

男性 2,378 ⼈ （＋1） 〈▲13〉

⼥性 2,534 ⼈ （-1） 〈▲19〉

世帯 1,908 世帯 （+4） 〈+25〉
（ ）内は前⽉との⽐較〈 〉は前年同⽉⽐   

 
11 ⽉はぐっと踏ん張って±０⼈でした。 
過去３か⽉をみてみると、４⼈の減です。 

 ⼈⼝減少が緩やかになってきている実感があり
ますね。この調⼦で 

『消滅しないぞ︕いわむら︕』

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

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION 

『恵那市政１５周年記念』・『実践⼥⼦学園創⽴１２０周年記念』 
第１７回 「下⽥歌⼦賞」表彰式・記念イベントが⾏われます。 

今年のテーマは「志」 
 
⽇ 時 令和元年１２⽉１４⽇（⼟） 11︓30〜12︓15  表彰式 
                  13︓00〜16︓00  記念イベント  
場 所 岩村コミュニティセンター  ⼤会議室（表彰式） 
                  ⼤ホール（記念イベント）  

記念イベントでは、実践⼥⼦学園卒業⽣で元宝塚歌劇団初⾵緑さんをゲストに迎え朗読劇「こ
とほぎ」の上演や、各賞の発表などが⾏われます。 
⼊場無料ですので皆さんぜひご来場ください。             「志」書︓神⾕慎軒 
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