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『嚶鳴フォーラム in
恵那 2022』の公開イ
ベントとして、11 ⽉
19 ⽇（⼟）13︓00 か
ら、
『⼦ども嚶鳴フォー
ラム』を恵那⽂化セン
ターで開催されます。
オープニングで岩⾢⼩
学校６年⽣が⾔志四録
群読の披露と先⼈から
の学びを発表します。
佐藤⼀斎が影響を与え
た⻄郷隆盛役でＮＨＫ
⼤河ドラマに出演した
俳優の鈴⽊亮平さんを
ゲストに招き、⼦ども
たちにメッセージをい
ただきます。
参加者の追加募集をし
ています。市ウェブサ
イトをご覧ください。

問合せ︓⽣涯学習課
TEL26-2111
（内 477）

ＣＯＮＴＥＮＴＳ

＊第２９回全国⼭城サミット恵那⼤会が盛⼤に開催︕（P2、P3）
＊岩村秋祭り⾏列開催（P3）
＊マイナンバーカード申請しましょう（P4）
＊岩⾢⼩・中学校 PTA 合同資源回収のお知らせ（P5）
-1-

第２９回全国⼭城サミット恵那⼤会が盛⼤に開催︕

＜六段壁での女太鼓披露。甲冑隊も揃
ました

＜岩村城跡の六段壁にて女太鼓と武将隊の競演＞
10 ⽉ 22 ⽇（⼟）と 23 ⽇（⽇）の⼆⽇間にわたり第 29 回全国
⼭城サミット恵那⼤会が盛⼤に開催されました。
23 ⽇（⽇）の岩村会場では「いわむら城下おかげまつり」を同時
開催しました。旧振興事務所には全国⼭城サミット連絡協議会の加
盟団体のうち 10 団体が出展しそれぞれ PR を⾏い、遠⽅では福島県
桑折町の桑折⻄⼭城（こおりにしやまじょう）、愛媛県松野町の河後
森城（かごもりじょう）からお越しいただきました。
町内各所では盛りだくさんのイベントが⾏われ、ステージイベン
トではスペシャルゲ
ストとして、笑点の司
会者でおなじみ春⾵
亭昇太師匠と、城郭ラ
＜安岐太鼓の城下町練り歩き＞
イターの萩原さちこ
さんが登壇し、岩村城の魅⼒を熱⼼に語っていただ
きました。
⻑野県から参加した⼥性は登城の際、⽯垣等の撮影
をしているうちに時間を忘れ、楽しみにしていたイ
ベントの予定時間に間に合わなくなってしまったそ
＜岩村城の魅力を語っていただきました＞
うです。
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また、前回⼭城サミットを開催した福島県桑
折町（こおり）から参加した男性は、いつか訪
れたいと思っていた岩村城が想像以上に素晴
らしく、⼀⽇では⾜りないのでまた訪れたいと
お話しいただきました。
最後には桝形ステージで昇太さんをはじめ
来賓の皆さんによる餅投げが⾏われ、⼤盛況の
中⼭城サミットを閉じました。
この⼭城サミットを開催するにあたり、たく
さんの皆さまのご協⼒をいただき無事に開催
することができました。ご協⼒ありがとうござ
いました。

＜ゲストや関係者から餅投げがありました＞

いわむら秋祭り⾏列開催
１０⽉１⽇（⼟）と１０⽉ 2 ⽇（⽇）に岐⾩県重要無形⺠俗⽂
化財にも指定されている岩村の秋祭り、⼋幡神社・武並神社、両
社の例⼤祭と神輿渡御⾏列が開催されました。
寛永８年(１６３１)に始まり、岩村城創築の源頼朝の重⾂・加
藤景廉(かげかど)が祭神の⼋幡神社に、景廉の⼦・景朝（かげと
も）が祭神の武並神社から景朝のご神体を神輿に乗せ⾏列、親⼦
で⼀夜を共にし、翌⽇⼋幡神社から再び武並神社に戻ります。
今年は新型コロナウイルスの感染拡⼤防⽌対策で、例⼤祭及び
⾏列の規模も縮⼩して実施されました。⾏列は従来の三分の⼀ほ
どでしたが、昨年よりもにぎやかなものとなっておりました。
来年こそはコロナが終息し、例年通りの秋祭りを執り⾏えるこ
とを祈るばかりです。
１０⽉１⽇（⼟）の夜には江⼾時代末にはすでに⾏われていた
とされる⺠俗芸能の「岩村町獅⼦舞」が路上で演じられ、久々の
獅⼦舞演舞に観客の皆さんがたくさん集いました。

＜八幡神社に到着＞

＜渡御行列の様子＞

＜獅子舞演舞の様子＞
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まちなかこども作品展のお知らせ
10 ⽉ 29 ⽇（⼟）から 11⽉14⽇（⽉）まで、岩村本通りの
勝川哲男様宅と勝川家（いずれも本町五丁⽬）にて「まちなか
⼦ども作品展」が開催されています。
岩村こども園・岩⾢⼩学校・岩⾢中学校・恵那特別⽀援学校
の⼦どもたちが制作した絵などの作品が展⽰されています。
園児・児童・⽣徒の⼒作を、是⾮この機会にご覧ください。
主 催︓城下町ホットいわむら
事務局︓岩村振興事務所 ☎43-2111

開催⽇ 10 ⽉ 29 ⽇〜11 ⽉ 14 ⽇
場 所 勝川哲男様宅・勝川家
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岩⾢⼩・中学校 PTA 合同資源回収のお知らせ
岩⾢⼩・中学校PTA⾏事として、今年度第２回⽬の資源回収を⾏いますのでご協
⼒をよろしくお願いいたします。

◆⽇時

11 ⽉ 26 ⽇（⼟）８時 00 分〜

※⾬天延期の場合は翌⽇の 11 ⽉ 27 ⽇（⽇）8︓00 から⾏います。
◆集荷⽅法
児童・⽣徒とPTA会員が回収しますので、7︓30までに集荷しやすい場所に出しておいてくださ
い。雑誌はバラバラにならないようにして下さい。
◆集荷内容
☆紙類（新聞紙、雑誌、ダンボール、雑紙、⽜乳パック）
☆ビン類（⼀升ビン、ビールビンに限ります）
☆アルミ⽸（各家庭でつぶしてくださるとありがたいです）
☆布類（透明または半透明の袋に⼊れてください。段ボールに⼊れないでください。）
【注意】布類で回収できないもの
布団、座布団、カーペット、ぬいぐるみ、⽑布、⾜ふきマット
・地区によっては児童・⽣徒のいない場所もあります。軽トラック等をお持ちの⽅は運搬に協⼒
してくださると助かります。また、児童・⽣徒のみなさんは、⾃分の分担以外の場所でも進んで
資源を集めるよう協⼒してください。詳細については町内回覧をご覧ください。
岩⾢⼩学校 PTA会⻑ 後藤弘明／校⻑ ⼤島明浩
岩⾢中学校

PTA会⻑

鈴⽊裕⼀郎／校⻑ 丸⼭成之

いわむら昔ばなし余話 〜⽔晶⼭〜

⽔晶⼭は岩村城の後ろにあって、三森⼭についで⼆番⽬に⾼い⼭です。この⼭には⽔晶がたくさ
んあって、昔の記録に、⼤きいものはその太さが親指くらいで、⻑さは10センチメートルほどあっ
たようです。
「六⾯が削ったようで、あるところに固まっていっぱいあり、遠くからも真っ⽩にキラ
キラ光って⾒えた」と書いてあります。
話は岩村城に秋⼭信友がいた、戦国時代のことです。織⽥信⻑の⻑男信忠を総⼤将として、岩村
城を攻めましたが、なかなか降参しません。
織⽥信忠に従ってきた、武将のひとり川尻秀隆は、敵に悟られないように、こっそりとこの⽔晶
⼭に登ってみました。するとこの頂上からは岩村城の中が丸⾒
えだということがわかりました。そこで、ここへ鉄砲隊を登ら
せて、城の中へひっきりなしに鉄砲をうちかけました。⽮の先
に⽕をつけたものを射込んだりもしました。
岩村城の中は⼤騒ぎになり、⽔晶⼭の頂上にいる川尻軍めが
けて⼸を射かけてみましたが、とても⾼くてとどくようすもな
く、とうとう織⽥軍からの策略による仲直りの相談に応じて、
⼤将秋⼭信友や信⻑の叔⺟（⼥城主）らが⼤将陣へ出て⾏くこ
ととなったとのことです。
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🐤🐤🐤

岩村こども園

🐤🐤🐤３年ぶりに全員揃って運動会

１０⽉１４⽇（⾦）秋晴れの中、３年ぶりに３歳以上全児が揃
って運動会を⾏いました。今年度の運動会のスローガン、「みん
な いっしょに よしやるぞ︕︕」を合⾔葉に練習に取り組んで
きた⼦ども達です。
初めて運動会を経験した年少組さん。途中で動かなくなってし
まったり、負けて悔しくて怒ってしまうハプニングもありました
が、とてもかわいかったです。
毎⽇ボールつきを頑張って来た年中組さん、年⻑さんに⾜を持
ってもらい耕運機運動も上⼿に出来たね。こども園最後の運動会
となった年⻑さんは、応援、リレー、組体操ともに「さすが年
⻑︕」の姿を⾒せてくれ、会場から拍⼿が沸きました。来年は、
⼩学校の運動会でも頑張る事でしょう。⼦ども達が作った応援旗
を振って、沢⼭応援してくれたお⽗さん、お⺟さんありがとう。
どの⼦も⼒いっぱい頑張り、とてもいい運動会となりました。

＜ビシッと決めています＞

＜みんながんばるぞー＞

岩村こども園⻑

＜大変だった組体操＞

★ 岩 ⾢ ⼩ 学 校 ★
運動会〜スローガン「笑顔あふれる運動会 努⼒・全⼒・協⼒」〜
１０⽉８⽇（⼟）、清々しい⻘空の下、運動会を予定通りの⽇程で⾏う
ことができました。
前⽇が⾬のため、運動場の準備は当⽇早朝となりましたが、ＰＴＡ実⾏
委員の皆様のご協⼒のお蔭で、開始時刻を遅らせることなく実施できま
した。
⼦どもたちは、競技・係・応援等々、今までの取り組みの成果を発揮
し、全⼒でがんばる姿をたくさん⾒せてくれました︕スローガン通り
「笑顔あふれる運動会」となりました。運動会を通して付けた⼒を今後
の⽣活に⽣かしていきます。 ⼩学校教頭

＜低学年八木節＞

＜水消火器で訓練＞
＜全校種目ボール運びリレー＞

＜選手リレー＞

＜高学年フラッグダンス＞
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＜中学年岩小ソーラン＞

○●○

岩 ⾢ 中 学 校

○●○

ＥＮＪＯＹできた「体育祭」

９⽉２７⽇（⽕）、晴天のもとで体育祭を実施しました。今年のスローガンは、
『ＥＮＪＯＹ』 〜真の絆を⾒せつけろ︕〜
３年⽣は、最上級⽣らしく堂々とした声と動きで後輩をリードし、体育祭を盛り上げまし
た。
２年⽣は、リレーや学年競技で息の合った姿を⾒せ、学級・学年のまとまりを⾼めました。
１年⽣は、全⼒で競技に取り組むとともに、係の活動でも先輩たちをサポートできました。
全学年の応援合戦では、楽しさを全⾝で表現し、マスク越しではない「本物の笑顔」がまぶ
しかったです。岩⾢中の⼀体感を⾼めた体育祭となりました。
今年は、３年ぶりにご来賓の皆様にも参観していただくことができました。ご声援ありがと
うございました。
岩⾢中教頭

＜練習の成果を出しきった＞

＜全学年がひとつになった＞

🌼🌼🌼 恵 那 特 別 ⽀ 援 学 校
こんにちは︕恵那特別⽀援学校です。
９⽉下旬、⼩学部４年⽣が根ノ上⾼原に⾃然体験学習に出掛
けました。根ノ上⾼原では、インストラクターの⽅の案内のも
と、⾃然の中を歩きました。草⽊の名前を教えてもらったり、
落ちていた⽊の実をその場で割って中⾝を⾒せていただいた
りしました。⼦どもたちからは、「おもしろい形だね」「これ
⾷べられるの︖」などの声があがり、知らなかった⾃然を学び
ながら、活動することができました。その後には、名前⼊りキ
ーホルダーづくりやマグネットづくりの体験も⾏いました。⾃
然の葉や⽊を使った体験に、楽しみながら制作をすることがで
きました。豊かな⾃然と触れ合いながら、とても充実した時間
を過ごすことができました。
教務部・広報担当

＜落ちていた木の実をその場で割って確認＞
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＜より強い絆が生まれた！＞

🌼🌼🌼

＜根ノ上高原に自然体験学習＞

＜作品作り体験＞

恵那市放課後⼦ども教室

いわっこクラブ

こんにちは、いわっこクラブです。
いわっこクラブでは、講師の上⽥さんや城下町ホットいわむらのみなさんに教えていただいて稲
刈り体験をしました。春に⽥植えをした富⽥の⽥んぼで⼿鎌での稲刈りをしました。
稲刈りの鎌を怖がる⼦や鎌を振り回す⼦もいなくて、ど
の⼦もやる気満々で積極的にどんどん刈っていきました。
また刈るだけでなく刈った稲を揃えて置くことや揃えた稲
の束を藁で縛り、
「はざかけ」にも挑戦しました。稲の束を
縛るところは難しく苦戦する⼦どももいましたが、⼀緒に
参加してくださった保護者の⽅にも⼿伝ってもらい得意な
⼦がどんどん縛って、⾃然と分担してみんなで楽しく稲刈
り体験ができました。
【はざかけまで 完成】
⽶という漢字は分解すると「⼋⼗⼋」となります。これ
は「お⽶が実るまでに⼋⼗⼋回も⼿をかけるから」と⾔わ
れています。現在では、⽶作りの過程を知らない⼈も多い
中、いわっこクラブの⼦どもたちは、
「⽥植え」や「稲刈り」
を経験して、⽶ができるまでを学んだことでご飯が⾷べら
れるという有難さを少しでも感じてくれたら嬉しいです。
刈ったお⽶は、
「あんじゃまい」となり、⼦どもたちにも
分けていただけるそうで、届くのが楽しみな⼦どもたちで
【稲をどんどん刈っていくよ】
す。（校区コーディネーター ⼤嶋、太⽥）

恵那市社会福祉協議会岩村⽀部から１１⽉のお知らせ
◎ 美容・健康トレーニング
予約不要（⼀回５００円）
１1 ⽉ ９⽇(⽔) 午後 1 時半〜午後 3 時
１1 ⽉３０⽇(⽔) 午後 1 時半〜午後 3 時
◎ 「親⼦遊びの場」の開設
１1 ⽉ 8 ⽇(⽕) 親⼦遊び・絵本
１1 ⽉２２⽇(⽕) 親⼦遊び・絵本
◎ いっしょにいこまい会 遠⾜
11 ⽉ 1８⽇（⾦）（参加費１，５００円）
福祉センター集合︓午前１０時（出発 10 時半）
⾏先︓恵那峡さざなみ公園（昼⾷は湖楽園）

みなさま
福祉センターへ
お越しください

健康トレーニングの様⼦です

問い合わせ：恵那市社会福祉協議会
岩村支所 秋山・原田
電話 43-0051 ホームページ：http://www.ena-shakyo.or.jp/
お詫びと訂正
ホットいわむらだより 10 ⽉号の P5 にて紹介した⾜⽴陸⽃さんの名前が誤っておりました。
お詫びして訂正いたします。申し訳ありませんでした。（誤）⾜⽴陸翔（正）⾜⽴陸⽃
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恵那市観光協会岩村⽀部からのお知らせ
秋の紅葉シーズンを迎えます。町内を歩いてみませんか︖

朝晩が寒くなり、岩村でも紅葉の季節になりました。紅葉を⾒ながら、岩村城跡や街中を散策
してみられては如何ですか︖
知新館前にある楷（かい）の⽊や、岩村城跡の東曲輪や⼋幡曲輪の紅葉は本当にきれいです
よ。⼤円寺のハナノキ⾃⽣地、武並神社のイチョウやモミジなど紅葉の⾒どころを観光協会まで
ご連絡ください。☎43-3231 ✉ kankou@iwamura.jp

武並神社 2020 年 10 ⽉ 31 ⽇撮影
岩村城 2018 年 11 ⽉ 15 ⽇撮影
11 ⽉の展⽰会の予定（町屋「⼟佐屋」にて）
11 ⽉ 4 ⽇（⾦）〜 15 ⽇（⽕） 國領浄美ドライフラワーで描く「源⽒物語」
⼟佐屋 開館時間 10︓00 〜 16︓00（休館⽇ ⽔曜⽇）
※「展⽰会」については、諸般の事情により変更になる場合がございます。

歴史再発⾒ vol.88 ⾼野⼭と結縁を結ぶ
⾼野⼭は「⽇本国総菩提所」として全国から幅広
い信仰を集めています。布教活動が活発になったの
は戦国時代で、多くの⼤名・国衆が結縁を結び来世
の供養を依頼しました。今でも奥の院周辺には、名
だたる戦国⼤名の⽯塔が建ち並んでいます。
遠⼭岩村⽒も⼤永６年（1526）に⾼野⼭⼦院の
極楽院と結縁を結びました。このことを⽰す史料が
＜遠山景徳書状写（苗木遠山史料館所蔵）＞
明智と苗⽊に残されています。今回の歴史資料館企
画展⽰「岩村城雑学録」で３点をお借りして、岩村で初めて展⽰することができました。
「御役所⽇記」（明知陣屋の公⽤⽇誌）は、⽂化２年（1805）に常慶院（極楽院の後継寺院）が
遠⼭家に差し出した「⼝上覚」と「遠⼭御⽒御先牌写」
（過去帳の写）が収録されています。
「⼝上
覚」では結縁を結んだ経緯を知ることができます。
「遠⼭御⽒御先牌写」には遠⼭景前・景任⽗⼦な
ど戦国時代の岩村⽒⼀族の法名が書き連ねられています。
苗⽊遠⼭史料館からお借りした２通の書状写は、苗⽊遠⼭家に伝来したもので、⼝上覚にある「景
徳公・遠⼭⼀雲⼊道昌利公御書」の写です。
ある年、⾼野⼭に登った遠⼭景徳（景前か）の⺟が極楽院ではなく⼩坂坊に投宿したことが相論
となりました。⾼野⼭は極楽院に利があると裁定したようで、景徳は宝幢院年預（⾼野⼭の役職）
に、⼀族の⻑⽼苗⽊昌利は極楽院に、⼩坂坊と契約を結ばないとする誓約をして決着しました。２
通の書状はこのときの誓約書です。書状では景徳の⺟にすべての責任を負わせていますが、実際に
は極楽院と⼩坂坊の間での檀那場を巡る競合が原因と考えられます。
御役所⽇記は、現在（11⽉１⽇）は⼝上覚の冒頭部分を開いていますが、15⽇（⽕）からは過去
帳の冒頭部分に変更する予定です。ぜひご覧ください。
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IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION

☎43-3722
主な 11 ⽉岩村コミュニティセンター使⽤予定
11 ⽉１１⽇(⾦) 無料法律相談
11 ⽉１９⽇(⼟) ことぶき相談
11 ⽉２６⽇(⼟) ⼩中学校資源回収
（⾬天延期の場合は２７⽇（⽇）に変更）
11 ⽉２８⽇(⽉) のびっこクラブ

※新型コロナウイルスの感染拡⼤の影響で
急に変更・中⽌になる場合がありますのでご了承ください。

この度、県の⼦育て⽀援課から、岩村コミュニティセンターが「⾚ちゃんステーション」
に登録されました。授乳の場、オムツ交換の場、ミルクのお湯を無料で提供しますので、窓
⼝で声をおかけください。
乳幼児学級いわむら 10 月の活動報告
10 ⽉ 6 ⽇（⽊）テーマは【防災】 岩村消防署を⾒学。保護者 11 名こども 14 名の参加
安藤⽂隆管理官から、⽕災対応が例年より多く発⽣し、その為の訓練が⽇々⾏われている、とい
うお話でした。
早速、⽬の前で放⽔⾞両からの放⽔訓練が⾏われ、霧のように吹き上がる⽔に感激です。次は 5
台ある⼤きな⼯作⾞の乗⾞体験、乗⾞の写真に収まるわが⼦にママの笑顔がこぼれます。次に、救
急⾞、消防⾞のサイレンと、⾚⾊灯の点滅で興奮が最⾼潮になりました。最後に家庭の中で⽬を離
した隙の死亡事故、⾝近で起こりうる話があり、再度気持ちを引き締める事を確認しました。こど
も達には、思わぬ消防⾞のおもちゃのプレゼントがあり、興奮冷めやらぬ間にお開きになりました。
国道の⾏き来にご尽⼒を頂き、ご親切な対応ありがとうございました。

※「こんな本が読んでみたい」など図書購⼊の希望のある⽅は、図書名、作者名を岩村コミュニティセンター
までご連絡下さい。
【希望に添えない場合もあります】
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コミセン主事 ☎43-3722

まちの情報掲⽰板（広告）
広
告
専門店だからできる この品揃え、この価格‼
カーテン・ジュータン・クロス・総合室内装飾

インテリア

アンドウ

岐⾩県恵那市岩村町飯⽻間 2288 番地 7

43-3066

TEL（0573）

定休⽇／毎週⽔曜⽇ 営業時間／AM9:00〜PM7:00

瀬戸石油店
電話 43-2158 飯⽻間 2384 番地 4

「ホットいわむらだより」の印刷経費の⼀部は、広告主様からの広告による収⼊で賄われています。
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『２０２２年は、佐藤一斎生誕２５０年の節目の年です。』
佐藤⼀斎

一斎先生が言われました

しゅんぷう

今⽉のひとこと

【NPO 法⼈いわむら⼀斎塾】

も っ

せっ

春風を以て人に接し、
し ゅ う そ う

も っ

みずか

つつし

秋霜を以て自 ら粛む。（言志後録３３条）
春のさわやかで温かく優しい⾵のように⼈に接し、秋の霜のような凛とした（寒さに気が引き締
まる）厳しさで⼰と向き合い⾃分を慎みましょう。
⾃分に厳しく、⼈には優しい。こんな⽣き⽅を⼼がけたならば、⼈から慕われ、尊敬される、本
当に⽴派な⼈になることができます。
佐藤⼀斎⽣誕２５０年を記念して⼀斎塾では、岩⾢中学校３年⽣
の⽣徒とともに、⼀斎先⽣関連商品の開発に取り組んでいます。⼩
⽫に刻む⾔葉として⽣徒が選んだ⼀条が、この「春⾵を以て〜」。
岩⾢中学校の⽣徒が、多くの⼈に伝えたいと考える⾔葉の⼀つとな
っています。
いつでもだせる︕いちどにだせる︕ちいきにかえる︕城下町クリーンステーション９⽉分実績

ダンボール
雑誌
新聞紙･チラシ
雑がみ
アルミ⽸
合計

1,700kg（1,980kg）
1,200kg（1,190kg）
1,510kg（1,910kg）
740kg （660kg）
187kg （194kg）
5,337kg（5,934kg）
※(

)内は８⽉の実績

資源回収ステーション「城下町クリーンステーション」の実績です。

今⽉

先⽉

昨年同⽉

総数

4,650 ⼈

（▲23）

〈▲84〉

「ホットいわむらだより」に関するご意⾒
やお問い合わせ、地域の皆様にお知らせし
たい情報や写真などありましたら、下記の
岩村地 域⾃治区運営協議会事務局へご連
絡ください。

男性

2,269 ⼈

（▲7）

〈▲22〉

発⾏/岩村地域⾃治区運営協議会

⼥性

2,381 ⼈

（▲16）

〈▲62〉

〒509-7403 恵那市岩村町 1657 番地 1

世帯

1,866 世帯

（▲13）

〈▲23〉

岩 村 町
令和 4 年１０⽉ 1 ⽇現在の⼈⼝・世帯表

（

）内は前⽉との⽐較〈

〉は前年同⽉⽐
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☎43-2111(岩村振興事務所内)
✉iwamurashin＠city.ena.lg.jp

