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広報いわむら

＊よやくる号当日予約試験的開始
＊岩村歴史資料館トイレ完成！
＊三森山イワカガミ見頃です
ホットいわむらだより

岩村城藩主邸跡太⿎櫓階段部緊急修繕⼯事
にて通⾏⽌めが解除されました。
きれいになった⽯段と新緑や桜のコラボを
⾒に⾏きませんか︖

『いわむら』のロゴマークもこんな⾊だったんですよ。これからもさらにパワーアップした誌
⾯を⽬指していきます︕
皆 さ ま も 「 岩 村 に こ ん な 絶 景 が ︕ 」 「 い い 写 真 取 れ た よ 」 な ど あ り ま し た ら 、 info ＠
hot-iwamura.com までご連絡ください。⼀⾯を飾るのはあなたの写真かもしれません︕皆様か
らの情報お待ちしております。
⼀斎先⽣が⾔われました
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今⽉のひとこと（4 ⽉）
こころ

「信 を⼈ に取ること難 し。⼈は⼝ を信ぜずして躬を信じ、躬を信ぜずして ⼼
ここ

もっ

を信ず。是 を以 て難し。」（⾔志録１４８）
（⼈に信⽤されることはとても難しいことだ。⼝先だけが上⼿でうまいこと⾔
われても、⼈はその⾔葉よりも⾏動をみて判断するからだ。いや、⾏動をみて
というよりも、その⼈の⼼のあり⽅をみて判断するものだ。だから⼈に信⽤さ
れることは難しいことなのだよ。⼈から信⽤される⼈間になりものだね。）

岩村デマンド交通「よやくる号」当⽇予約の
試⾏を開始︕

岩村デマンド交通よやくる号は、事前に予約のあ
ったバス停と⽬的地を運⾏し「予約をするとタクシ
ー⾞両がくる」交通機関です。
今回「当⽇予約ができると便利」というお声にお
応えするため、前⽇予約に加えて当⽇予約の試⾏を
実施します。この機会に是⾮ご利⽤ください︕
実施期間︓令和２年４⽉１６⽇（⽊）から
令和 2 年９⽉１５⽇（⽕）まで
（5 か⽉間）
運 ⾏ ⽇︓⽉曜⽇〜⾦曜⽇（祝⽇は運休します）
運
賃︓1 回 300 円（「⾝体障害者⼿帳」等所持
者への割引あり）
予約条件︓利⽤したい便の 30 分前までに電話で予
約。ただし、空席が無い場合やタクシー
が不在の場合は利⽤できないことがあり
ます。
電話番号︓0573-43-2165

運行方向

運行時間

当日予約

締切

第1便

⾃宅付近 → ⽬的地

8︓40 頃

×

第2便

⾃宅付近 → ⽬的地

9︓10 頃

○

8︓40

第3便

⾃宅付近 → ⽬的地

9︓45 頃

○

9︓15

第4便

⽬的地 ⇒ ⾃宅付近

10︓30 頃

○

10︓00

第5便

⽬的地 ⇒ ⾃宅付近

11︓00 頃

○

10︓30

第6便

⾃宅付近 → ⽬的地

13︓45 頃

○

13︓15

第7便

⽬的地 ⇒ ⾃宅付近

15︓40 頃

○

15︓10

第8便

⽬的地 ⇒ ⾃宅付近

16︓50 頃

○

16︓20

（第 1 便のみ前⽇予約の対応となります）

※詳細は同時配布されたチラシをご覧ください。

岩村町⾃治連合会役員について
令和 2 年度の岩村町⾃治連合会役員が決まりまし
たので紹介いたします。町⺠の⽅々のご協⼒をお願
いいたします。
役職

⽒

名

⾃治会

会⻑

鈴⽊

敏之

六

区

副会⻑

加藤

敏郎

殿

町

〃

伊藤

明芳

⼆

区

会計

⽥中

洋⼀

新

⼀

コロナウィルスに要注意︕

＊2020 いわむら城下町のひなまつり＊
2020 いわむら城下町のひなまつりは 2 ⽉から流
⾏しているコロナウィルスの影響でほとんどのイベ
ントが中⽌となり、ひなまつりや岩村に来るのを楽
しみにしてくださった⽅々にとっては本当に残念な
結果となってしまいました。
ひなまつり賑わい構想委員会も、いろんな趣向を
凝らしたイベントを考えていただけに皆さん同様残
念でなりません。
来られなかった⽅々のために、⼀部ではあります
がおひなさまの写真を掲載させていただきます。
来年も開催予定なので是⾮皆さん来てください。

岩村歴史資料館トイレが完成しました
令和２年 3 ⽉に岩村歴史資料館
裏のトイレが完成しました。
障がい者⽤トイレと障がい者
⽤駐⾞場も追加となり資料館の
周りも舗装され⾮常に使いやす
くなっています。
岩村歴史資料館や岩村城跡に
お越しいただくお客様に気持ち
よく利⽤していただけるきれい
なトイレが完成しました。

総工費 16,837 千円
寸 法 12670×2000 ㎜

弁財天⼤祭を⾏います

令和 2 年 4 ⽉ 29
⽇（⽔・祝）に弁財
天⼤祭を⾏います。
4 年前にこの⼤祭
を復活したところＮ
ＨＫ歴史ヒストリア
「戦場の花嫁、愛に
⽣きた⼥城主」が放
送され、さらに同年、
岐⾩の宝ものに岩村城跡が認定され岩村城跡の知名度が
⼤幅アップしました。翌年には皆さんもご存じの『半分、
⻘い。』も放送され全国各地からたくさんの観光客の⽅が
来られました。そして近年は空前のお城ブームもあって
岩村城跡にもたくさんの観光客が⾒えるようになりまし
た。また、今年は⼤河ドラマ『麒麟が来る』で東濃近辺が
注⽬されさらなる岩村町への観光客増が⾒込まれます。
また、世界ラリー選⼿権（ＷＲＣ）が、恵那市内でも⾏
われるため外国⼈観光客の集客も期待できます。
こんなご利益がある弁財天のご神体はなんと隕⽯という伝説もあり未知のパワーが隠されてるのか
もしれませんね。（岩村昔ばなし余話より抜粋）皆さんも参拝してご利益を受けてはいかがですか︖
場所は、岩村歴史資料館から徒歩約 5 分。三好学先⽣の銅像奥にあります。

三森⼭のイワカガミ⾒頃は連休〜５⽉上旬

岩村・⼭の会

岩村町の三森神社から三森⼭⼭頂（標⾼ 1000ｍ前後）にかけて⾼⼭植物のイワカガミ（イワウメ科）
の群落が⾒られます。今年の花の⾒頃は、4 ⽉下旬から５⽉上旬［連休中］と推測しています。⻑年の
⽐較調査から、群落地域の花の⾒頃は、岩村町内でのフジが満開の時期と⼀致します。［⽬安としてく
ださい］

イワカガミ

イワウメ科

イワカガミ属

三森⼭⼭頂に置かれている登頂記録ノートの解析から 5 ⽉に登⼭する⼈が多く（約 300 名程度と推
定）、イワカガミへの関⼼は、年々⾼まっています。昨年のＮＨＫテレビ「ウイークエンド中部」で放
映された事もあり今年はより多くの⼈が観察に訪れると予測されます。
岩村・⼭の会では毎年 3 ⽉に群落内の笹刈りを⾏いイワカガミの⽣育を⾒守っています。亜⾼⼭帯の
植物であり、麓に移植しても花が咲く事はありません。

岩村観光協会からのお知らせ
岩村城本丸跡に

「織⽥信⻑公 宿営の地」の看板を設置

恵那市観光協会岩村⽀部では、３⽉１９⽇、岩村城本丸跡
に「織⽥信⻑公 宿営の地」の看板を設置しました。
説明⽂は、織⽥信⻑が、天正⼗年（1582 年）、３⽉１１
⽇、武⽥討伐のための途につき、明智光秀と共に岩村城に⼊
城し、岩村城宿営の３⽇⽬に織⽥軍の滝川⼀益との最後の⼀
戦で武⽥勝頼、嫡男共々敗死し、武⽥家が滅亡したことを聞
いているおり、その後、甲州を経て、京都へ戻り、本能寺に
おいて光秀の謀反にあい⾃刃、享年４９歳、岩村城⼊
城後８０⽇余り後だったことを記しています。
なお「麒麟がくる」の時代考証を担当している、静岡
⼤名誉教授の⼩和⽥哲男さんに検証をしていただい
ております。
(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)

岩村歴史再発⾒vol.64

本丸跡の昇龍の井戸の横に設置してあります。

～新屋敷天神社創建の棟札～

新屋敷天神社は、明暦元年（承応４年・1655）に当時の藩主丹羽氏定が本願となっ
て創建した神社です。江戸時代には藩が外護する神社でした。明治維新のときに新町
の巌邑天満宮に合祀されましたが、明治30年に元の場所で再興され現在に至っていま
す。
この神社には江戸時代の棟札が６枚伝わっています。今回は、最も古い創建のとき
の棟札を読んでみましょう。
中央には大きく「奉新造天神社一宇棟札本願丹羽式部小輔（氏定）敬白（謹んで申
し上げる）」とあります。棟札は「願文」
（神仏に祈願の意を伝える文書）として書か
れます。天神様に「願主の氏定が謹んで申し上げ奉る」と祈願しているわけです。
右側にはその願いが「右□者大檀那未之歳三十七廿躰當大厄 難消除為現當所願成
就二世安楽如意□□足□」と記されています。判読できない文字もありますが、大厄
の厄払いと二世安楽（現世の安穏と来世の極楽往生）を祈願しているようです。
左には「于時承応四乙未暦卯月二十八日」と上棟または落慶の日が記されています。
当時の神社は神仏習合でしたので、卍や梵字、四隅には仏法を守護する四天王の名も記されています。
裏面の文字は剥離してしまっていますが、最初の一文字は「導」と読めそうで、上棟式の導師の名が
記されていたようです。導師は他の棟札では城内にあった八幡神社神宮寺（後に薬師寺）の住持が務め
ていますので、このときもそうであったと推察されます。
ところで、承応４年は４月13日に明暦に改元されており、棟札の日付は本来なら「明暦元年」でなけ
ればなりません。当時は、改元したといっても速報や事前の通知があるわけではなく、伝聞により知る
しかありませんでした。このときも、改元の事実を知らなかったか、棟札を書いた後に知ったが修正す
ることができなかったのでしょう。
（恵那市職員 三宅唯美）

いわっこ元気だより！

今⽉は

岩村こども園

新型コロナウイルスが各地に広がりつつありま
すが、こども達は皆、元気に登園しています。
こども園では、⼿の洗い⽅、（消毒を掛けて貰
ったら、まずつめ、親指そして⼿のひらをこすり
合わせるの順番）や換気（少々寒くても⼀⽇に何
度かは部屋の空気を変える⼤事さ）トイレのスリ
ッパの揃え⽅（揃っていれば⼿で直さなくても次
の⼈が履けます）などの指導もしている所です。
３⽉４⽇（⽔）に年⻑さんとのお別れ会がありました。当初、年⻑
さんが中⼼になって、⼩さい⼦におもちゃの作り⽅を教えてくれる予
定で、⾊々準備は進めてくれていましたが、⼀同に集まらない⽅が良
いのではと、園庭での交流会に変
えました。
「みんなで遠⾜」や「待
ち合わせ」の集団遊びを⼀緒にや
った後、年⻑さんが練習してきた「ありがとう ⼼をこめて」や「⼀
年⽣になります」の歌を聞かせてくれると、園庭は静まり返って、
みんなで年⻑さんとの思い出を振り変えるひと時となりました。お
昼には、各部屋で、給⾷先⽣に作って貰ったごちそうをにこにこと
⾷べたこども達です。

いわっこクラブ活動紹介
今年度も、いわっこクラブがスタートします︕
いわっこクラブは、⽉に 1 回ほどの活動ですが、地域
の皆様に協⼒いただきながら、家庭や学校ではなかな
かできないことを体験できる貴重な機会になっていま
す。
活動内容は、⽉曜⽇の放課後に⼩学校で⾏う運動やク
ラフトなど。休⽇には、⽥植え・稲刈り、できたお⽶
を使った郷⼟料理作り、ワラでお正⽉飾りを作るとい
った、稲作を通した活動も計画中です。

また、おかげまつりやおひなまつりのもち花づくりな
ど、地域の活動への参加も計画しています。
岩⾢⼩学校のみなさんには、学校から『いわっこクラブ
参加申込書』を配布します。みなさんの参加をお待ちして
います。
今年度もいわっこクラブをよろしくお願いいたします。
＜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

恵那市社会福祉協議会岩村⽀部からのお知らせ
予定しておりました４⽉の⾏事は、新型コロナウイルス感染予防のため中⽌します。
◎ 美容・健康トレーニング
年間予定表
1 回５００円（保険料含む）
前期

後期

４月 中止

１０月１４日（水）

１０月２８日（水）

５月２０日（水）

５月２７日（水）

１１月１１日（水）

１１月２５日（水）

６月１０日（水）

６月２４日（水）

１２月 ９日（水）

１２月２３日（水）

７月２２日（水）

７月２９日（水）

１月１３日（水）

１月２７日（水）

８月１９日（水）

８月２６日（水）

２月１０日（水）

２月２４日（水）

９月 ９日（水）

９月２３日（水）

３月１０日（水）

３月２４日（水）

・講 師
・場 所
・時 間
・持ち物

多々良 恵⼦
岩村福祉センター
１３︓３０〜１５︓００
飲み物
タオル

※どなたでも参加できます、健康な体を保ちましょう！
◎「親子遊びの場」開設・いっしょにいこまい会
４月は中止とさせていただきます。

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
令和２年３⽉１⽇(⽇)に⾼等部卒業証書授与式、⼩学部・中
学部卒業証書授与式を⾏いました。新型コロナウイルスによる
臨時休業の影響で、予定を変更して⾏いました。⾼等部２３⼈、
中学部１６⼈、⼩学部５⼈の卒業⽣が、堂々と卒業証書を受け
取り、⽴派に答辞を述べました。感染予防の観点から短時間で
の挙⾏ではありましたが、あたたかく気持ちのこもった式で卒業⽣を送り出すことができました。
【進路状況】
⼩学部

５⼈

・岐⾩県⽴恵那特別⽀援学校中学部

中学部

１６⼈

・岐⾩県⽴恵那特別⽀援学校⾼等部
・岐⾩県⽴東濃特別⽀援学校⾼等部

⾼等部

２３⼈

・企業への就職
・福祉事業所の利⽤

等

また同⽇、３⽉１⽇（⽇）は岩村町の本町通りにて、
「いわ
むら城下町のひなまつり」が開催されました。当校⼩学部児
童の⼿作り雛を、「ＨＹＡＫＫＥＩ」「勝川家」にて展⽰させ
ていただくことができました。
当校がこの岩村町の地域に根ざしていることに感謝しなが
ら、地域・保護者の皆様と共に、今後とも地域と連携した教
育活動の充実を図り、地域の特⾊を⽣かした教育実践の推進
に努めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION

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

恵那三学塾２０２０前期の受付がはじまります︕︕
●受付期間
令和２年４⽉１８⽇（⼟）〜令和２年４⽉３０⽇（⽊）９時から１７時
但し、令和２年４⽉３０⽇（⽊）恵那⽂化センター、市⺠会館は休館⽇です。
●ウエブサイトによる申込み
令和２年４⽉１９⽇（⽇）９時から
●令和元年度後期と同じ講座を受講される⽅ 令和２年４⽉２３⽇（⽊）９時から

図書室からお願い

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、岩村コミュニティセンター⽞関前の
「図書返却ポスト」へ返却お願いします。

岩村コミュニティセンター駐⾞場について
岩村コミュニティセンター駐⾞場を「バス旅⾏」や「待ち合わせ」等で⻑時間駐⾞場を利⽤される場合は、事前
に岩村コミュニティセンター及び岩村福祉センターへ問合せをして指⽰を受けてくださるようお願いいたします。

令和２年度岩村コミュニティセンター⽬標


地域と学校の連携・協働体制の構築のための推進を⾏います



地域⼒を活かしたコミュニティセンター活動の活性化を
⽬指します

重点活動

● 学校との協⼒活動 ● 市⺠講座の充実
● 乳幼児学級の充実 ● 地域の活性化
● ⻘少年育成活動の充実

令和２年３⽉ 1 ⽇現在の⼈⼝・世帯表
今⽉

岩村コミュニティセンター使⽤予定
４⽉１０⽇(⾦) 無料法律相談
４⽉１５⽇(⽔) ⾏政相談
４⽉１８⽇(⼟) ことぶき結婚相談所
※新型コロナウイルス感染拡⼤など諸事情に
より変更になる場合があります。

先⽉

昨年同⽉

総数

4,894 ⼈

（▲6）

〈▲33〉

男性

2,367 ⼈

（▲5）

〈▲18〉

⼥性

2,572 ⼈

（▲1）

〈▲15〉

世帯

1,899 世帯

（±0）

〈+19〉

（ ）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 33 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。

