えな史

87
え

市を代表する観光名所
な

きょう

えな人

恵那峡
߰ߊߑࠊ߽߽ߔߌ
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えな祭
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恵那峡

ひとくちメモ

ࠍᓀࠆޕ౻ߦߪࠝࠪ࠼߿ࡓࠢ࠼ߥߤ߇㘧᧪ߒࡃޔ

恵那峡へは、北原白秋、若山牧水など多くの文人

࠼࠙ࠝ࠶࠴ࡦ߽ࠣߢ߈ࠆߥߤޔቄ▵ߏߣߦߐ߹ߑ߹

が訪れている。特に白秋は、何度も恵那に足を運び、

ߥ᥊⦡߇ᭉߒࠆޕᏒౝߦࡨᚲࠆ⋵┙⥄ὼߩ৻

1934（昭和9）年来遊の折には、恵那峡とんとん

えな館

㇊ጽᄢᯅ߇ᤋ߃߇ߤߥ࠺ࠛࠞޔࠫࡒࡕޔߪߦ⑺ޔḓ㕙

節や大井栄舞を作詞した。さざなみ公園の先端に

ߟޕ



関連
項目



・福沢桃介（P14）・大井ダム（P42）・恵那峡温泉（P46）

えな業

は歌碑も残されている。

・傘岩（P47）・映画「青い山脈」（P52）

自然の妙を感じる奇岩

かさ いわ

傘岩

えな樹

88

ጤߪޔᕺ㇊ጽౝߩᨋ㑆ߩዊᴪߦࠆޕጤ
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えな花
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㧔ᤘ㧕ᐕߦ࿖ߩᄤὼ⸥ᔨ‛ߦᜰቯߐࠇߚޕᕺ㇊

傘岩

ひとくちメモ

ጽߩਔጯߦߪᏂጤޔᄸጤ߇ㅪߥࠅߩ․⁛ޔ᥊ⷰࠍߟߊ

恵那峡のシンボルともいえる傘岩は、遠くからでもよ

ߞߡࠆ߇ߩߎޔጤ߽ߎߎࠍ⸰ࠇࠆⷰశቴߩ⋡ࠍᭉ

く見えることから、古くから旅人の目印となっていた。

えな水

ߒ߹ߖߡࠆޕࠅߦߪࡕࡒࠫ߇ᬀ߃ࠄࠇߡ߅ࠅ⑺ޔ

えな食

ߒߚߢࠅޔᨵࠄ߆ㇱಽ߇ߊ߮ࠇޔߩᆫߦߥ

ߦߪ⚃⪲߽⟤ߒޕ


関連
項目



えな景

47

・恵那峡（P47）

えな史

89

県下３番目の重伝建

いわ むら ほん どお

えな人

岩村本通り
ጤ↸ߩᧄㅢࠅߪޔ㧔ᐔᚑ㧕ᐕߦኅߩ↸ਗ
ߺߣߒߡ⋵ޔౝߢ⇟⋡ోޔ࿖ߢߪ⇟⋡ߦ࿖ߩ㊀ⷐવ
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えな祭
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▸࿐߇ሽ߷߶ޕਛᄩߦ⟎ߔࠆᨓ ᒻ ࠃࠅ᧲߇

えな館

ᳯᚭᤨઍߦᩕ߃ߚኅ↸ޔߪਥߦᴦ⛽ᣂᓟߦᩕ
ߟ ߒ ߦ߆

岩村本通り。奥の山が岩村城跡のある城山

ひとくちメモ

߃ߚᐫⴝޕᲧセ⊛イߩૐޟሶੑ㓏ࠆࠇࠊߣޠ

間口の広さで課税されていたため、間口が狭く南北

ㅧࠅ߇ᄙߩ߇․ᓽߢᧁޔ㇗ደ㋕⎔㎊ಃߥ

に細長い敷地割りが多い。また、「天正疎水」と

ߤޔᢙᄙߊߩᣥኅ߇ሽޕᱧผ⊛ⅣႺࠍ⦟ᅢߦሽߒ

言われる用水が各家の軒下や中庭を通り、生活用

ߡࠆޕޔ㔚✢㘃ߩਛൻߥߤߦࠃࠆ߹ߜߠߊࠅ

水や防火用水として利用されていた。この地区は、

えな業

ᬺ߇ޔᐔᚑᐕᐲߩቢᚑ੍ቯߢㅴࠄࠇߡࠆޕ

てん しょう

そ

すい

主に地区住民の協力により保存されている。


関連
項目



・岩村城跡（P6）・岩村電気軌道（P9）・浅見与一右衛門（P12）
・岩村町秋祭行事（P21）・カステーラ（P41）

えな樹

90
とみ

農村景観日本一
だ

ち

く

のう そん けい かん

富田地区の農村景観
ጤ↸ን↰ߩ↰㘑᥊ߩㄘ᥊ⷰᣣᧄ৻ߪޔ
߈ࠄߪࠆ߭ߎ

えな花
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えな食

ਛߦޔᐢ⪲᮸߿㊎⪲᮸ߩޔⅽߣ⊕ოߩᤄߥ߇ࠄߩㄘ
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富田地区の農村景観

えな水

ฎߊ⟤ߒᣣᧄߩㄘ᥊ⷰࠍᱷߒߡ߅ࠅߩߣߐࠆ߰ޔ

ひとくちメモ

⚛ᧉߥ㘑᥊߇㐓⾨ߢ߈ࠆߩ⑺ޕⓠᦼߦߪޔ㤛㊄⦡ߦ

富田地区はかつて鎌倉・室町の中世と言われる時

ᨴ߹ߞߚ↰ࠍ⥰บߣߒߚߩ⑺ޟᓙߜ߅ၴߋࠅޠ

代に、岩村城の城下町があった地域。1573（天

߇㐿ߐࠇࠆޕ

正元）年、岩村城は、武田信玄の家臣で武田二

たけ

あき

やま

のぶ

だ

しん

げん

とも

十四将の一人、秋山信友に攻められ、富田地区



にあった城下町は焼かれたといわれている。




関連
項目



えな景

48

・岩村城跡（P6）

えな史

91
かみ や

県下初の風力発電所
はぎ ふう りょくはつ でん しょ

えな人

上矢作風力発電所
⍫↸ᄢ⦁ጊߩᮡ㜞ॏߩ㜞บߦࠆᄢ⦁’
႐ߦ⋵ޔਅೋߩ㘑ജ⊒㔚ᚲߣߒߡ㧔ᐔᚑ㧕ᐕߦ
ㆇ↪ࠍ㐿ᆎޕ㘑ゞߪ࠼ࠗ࠷㧛ࠛࡀ࡞ࠦࡦ␠ߩखख़

えな祭
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ひとくちメモ

ߩޔߡߒߣޠዷᦸบ߿ㆆᱠߥߤࠍᢛߒޔၞ㑆

日本では標高の高い場所での風力発電所は少なく、

ᵹߩ႐ࠍ⋡ᜰߒߡࠆޕ

ここの発電所は日本ではかなり高所にあるもの。天



気のいい日に展望台からの眺望は素晴らしく、夏季



の高原独特の涼しさは格別。


関連
項目



・弁慶スギ（P33） ・アライダシ自然観察教育林（P35）
・大船神社と松並木（P49）

日本名松百選
じゃ

まつ なみ

き

大船神社と松並木

えな樹

92
おお ぶね じん

えな業



えな館

⸰ࠇࠆੱߦޘᗵേࠍਈ߃ࠆޕᏒߢߪߎߩࠛࠕࠍޟ㘑

大船山頂に風車が並ぶ
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えな花
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ࠊߚߞߡ┙ߜਗ߮ޔ㧔ᤘ㧕ᐕޔ
ޟᣣᧄฬ᧻⊖ㆬޠ
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えな食

⥋ࠆෳߦߪߩ࠷ࡑࠞࠕߩᧄ⚂ޔᏂᧁ߇⚂खॏߦ
大船神社

ひとくちメモ

ߚޔᄢ⦁␠ߩႺౝߦߪ⋵ᜰቯᄤὼ⸥ᔨ‛ߩᑯᘮࠬࠡ

書物によれば、大船神社の前身は勝岳山大船寺と

߽ࠆޔߚ߹ޕㄭᐕᄢ⦁␠ߪࡄࡢࠬࡐ࠶࠻ߣߒ

いう寺院で、765 〜 767年（天平神護年間）に

ߡᵈ⋡ࠍᶎ߮ߡ߅ࠅޔ㒾ߒጊᅏߦࠆߚ⸰ࠇࠆੱ

奈良東大寺の初代別当良弁が開いたと伝える古い
寺であった。その後、明治の神仏分離令により、
ろく

しゃ

ごん げん

山中の六社権現が残って現在の大船神社になった



えな水

߽ዋߥߊޔⓣ႐⊛ߥ႐ᚲߣߒߡ⚫ߐࠇߡࠆޕ

ろう べん

という。



関連
項目



・上矢作風力発電所（P49）

えな景

49

・弁慶スギ（P33） ・アライダシ自然観察教育林（P35）

えな史

93

まち全体が大正博物館

に ほん たい しょう むら

えな人

日本大正村
ᥓ↸ߩᏒⴝߦᱷࠆᄢᱜࡕ࠳ࡦߥᑪ‛߿ޔᄢᱜᤨ
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えな祭
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ߪ㜞 ፄ ਃᨑሶޔੑઍ⋡ߩ㐳ߪ ม ⪲ሶ߇ዞછޕ
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えな館

ర㌁ⴕ⬿ߩᄢᱜ⾗ᢱ㙚ߩ⬿ޔਗ߱ᄢᱜ〝ߥߤࠅޔ
߿߹߽ߣ߶߁ߔ

大正村役場

ひとくちメモ

ㇹりߩ↹ኅጊ ᧄ ⧐ ⠑ ߩᴤ⛗ߩࠆᄢᱜࡠࡑࡦ㙚

大正ロマン館からの景色もよいが、まち外れの高台

߽ੱ᳇ޕ㧔ᐔᚑ㧕ᐕߦߪޟᄢᱜ⊖ᐕ⑂߇ޠ㐿

にある千畳敷公園からの眺望は格別。日本大正村

ߐࠇߡࠆޕ

は物質的なものより精神的な要素が強く、究極の目
的は日本中の人たちが大正時代をしのぶメッカとなる



えな業

こと。




関連
項目



・山本芳翠（P12）・司葉子（P16）
・光秀まつり（P23）・映画「青い山脈」（P52）

えな樹

94

日本の棚田百選

さか おり たな だ

坂折棚田
ਛ㊁ᣇ↸ဈ᛬ߩ↰ߪࠄ߆ޔᐕ߶ߤ೨߆ࠄ

えな花

▽߆ࠇᆎޔᴦᤨઍೋᦼߦߪ߶߷ߩᆫࠍᒻᚑޕ
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ᕆᢳߩ᳓↰ߩ߶ߣࠎߤࠍߩߟ৻ߟ৻ޔ⍹ߢⓍࠎߢ
ߊࠈߊࠊ

ࠆ⍹Ⓧߺߩߗ߇․ᓽߩߘޕਛߦߪ㤥 ㎓ ߣ߫ࠇࠆ

えな食

ኾ㐷ߩ⍹Ꮏ㓸࿅ߦࠃߞߡߣߚࠇ߆▽ޔવ߃ࠄࠇࠆ⟤ߒ
⍹Ⓧߺ߇ᢙᄙߊᱷࠆޕ↰ߩⅣႺోࠍ⋡⊛ߣߒߡޔ

秋の実りの坂折棚田・特徴でもある石積みのあぜ

えな水

ర᳃ࠄߢ⊒⿷ߒߚ㧺㧼㧻ᴺੱᕺ㇊Ꮢဈ᛬↰ሽ

ひとくちメモ

ળߩᵴേߢߪޔ↰☨ߦࠃࠆᣣᧄ㈬ㅧࠅ߿↰ࠝ࠽

2003（平成15）年に開催した第9回全国棚田（千

ᐲߦࠃࠆ㛎ㄘᬺߥߤߦࠃࠅޔၞㄘᬺߩᵴᕈൻ

枚田）サミットを契機に、坂折棚田へ訪れる人が増

ࠍផㅴਛޕ

加。また失われつつある石積みの技術と景観を、
後世へ残すという目的で、石積み名人から工法を学



び体験する坂折棚田石積み塾を開催している。




関連
項目



えな景

50

えな史

95
かさ

数多くの伝説が残る山
ぎ

やま

えな人

笠置山
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えな祭
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㗂ߩ═⟎␠ߦߪ㔎਼ߩߢ߽ࠆ═⟎ᄢᮭ߇⑂
ߞߡࠆޕ㗂ઃㄭߦࠆ‛ጤ߆ࠄߪᕺ㇊ޔਛᵤᎹ

笠置山

ひとくちメモ

ߞߚᄤὼ⸥ᔨ‛߿ޔฎઍߩㆮ〔ޔᢥൻ⽷ߥߤ߇ࠆޕ

笠置山山頂の笠置神社社殿裏側のがけ下には、

ㄭᐕޔጊਛߦࠆᏂጤࠍ↢߆ߒߚࡏ࡞࠳ࡦࠣ㧔ࡈ

灰白緑色したヒカリゴケがある。このヒカリゴケは、

ࠢࠗࡒࡦࠣߩ৻⒳ߢ߿ࡊࡠޔౕࠍ߁ߎߣߥ

レンズ状の細胞に入る光を屈折して反射するため、

ߊᚻ⿷ߛߌߢᏂጤ߿ოࠍࠃߓ⊓ࠆࠬࡐ࠷㧕ߩฬᚲߣ

ヒカリゴケと呼ばれ、県の天然記念物に指定されて
いる。


関連
項目



・ペトログラフ･イワクラ（P4） ・ヒトツバタゴ（P35）
・笠置ダム（P42）・笠置山クライミングエリア（P51）

日本有数の岩登りエリア
ぎ

やま

笠置山クライミングエリア

えな樹

96
かさ

えな業

ߒߡᵈ⋡ࠍᶎ߮ߡࠆޕ

えな館

߇৻ᦸߢ߈ࠆߣࠤࠧࠞࡅޔࠧ࠲ࡃ࠷࠻ࡅޔߚ߹ޕ

Ꮢߩർㇱߦ⟎ߔࠆᮡ㜞ॏߩ═⟎ጊߩਛ⣻ߦ

えな花

㧔ᐔᚑ㧕ᐕߦࠢࠗࡒࡦࠣࠛࠕ߇ࠝࡊࡦ
ߒߚߪߣࠣࡦࡒࠗࠢޕጤ⊓ࠅߩߎߣࠍ߁⟎═ޕጊ
ߪࠆࠇࠊߣޠࠣࡦ࠳࡞ࡏޟᲧセ⊛ૐጤ㧔㨪ॏ
ߊࠄ㧕ࠍࡠࡊߥߤߩഥߥߒߢ⊓ࠆࠬࡐ࠷ߦㆡ
ߒߡࠆޕ⇇࠻࠶ࡊࠢࠬߩታജࠍᜬߟฬߥࡊࡠ
ߎ ߿ ߹ ߛ ߛ

ࠛࠕࠍ㜞ߊ⹏ଔ⚂ޕࠆጤߩ߁ߜߦߪޔ࿖ౝᦨ

岩をよじ登るクライマー

㔍⺖㗴ߩ߭ߣߟߥߤޔ㜞㔍ᤃᐲ߆ࠄೋᔃ⠪ะߌߩጤ߹

ひとくちメモ

ߢࠅޔᐢࠢࠗࡑ߇═⟎ጊࠍ⸰ࠇߡࠆ═ޕ

プロクライマーがエリアの開拓とルート設定を行い、

⟎ߢߪޔၞᵴᕈൻߩߚߩ⾗Ḯߣߒߡᓟ߽ࠛ

地域では「笠置山クライミング協会」を立ち上げ、

えな食

ࠢࠗࡑߩዊጊ↰ ᄢ ᳁߽ߎߩ═⟎ጊࠢࠗࡒࡦࠣ

案内看板やトイレの設置、駐車場整備などエリアの
整備を行った。



ボルダリングは自然の中で、自分の力を試せるスポ



えな水

ࠕࠍᄢߒᣣᧄ৻ߩࠛࠕࠍ⋡ᜰߒߡࠆޕ

ーツ。笠置山の自然の中で岩と格闘してみては。



関連
項目



えな景

51

・笠置山（P51）

えな史

97
えい

市民の心のよりどころ
が

あお

さん みゃく

えな人

映画「青い山脈」
 㧔ᤘ㧕ᐕޔᕺ㇊ᏒߣਛᵤᎹᏒߢࡠࠤ࡚ࠪ
ࡦ߇ⴕࠊࠇߚ᧲ቲᤋ↹ޕේߪ⍹ဈᵗᰴ㇢ߪ〈⋙ޔ

߹ߟ߫߿ߒߒࠀ߁ ߃

ߟ߆ߐ ࠃ߁ߎ

᧻ ᨋ ቬ ᕺޕେఝߪޔᄢᱜ㐳ߩ ม ⪲ሶ㧔ፉ

えな祭

ፒ㔐ሶᓎ㧕߿ቲ↰ޔ㔐ߠߺޔਭߥߤ߇᧪Ꮢ
ߒߚޕᕺ㇊㜞╬ቇᩞ߿ᕺ㇊ጽޔᄢᯅㄝࠅߩ㒙ᧁᎹߩ
߶ߣࠅޔਛᄩㅢࠅߥߤߢࡠࠤ࡚ࠪࡦ߇ⴕࠊࠇߚޕᄙ
ߊߩᏒ᳃߽ࠛࠠࠬ࠻߿ⵣᣇߩ߅ᚻવߣߒߡᤋ↹ߠ
ߊࠅߦෳടߒߩߘޔ㛎߇ߘߩᓟਥ㗴ߩޟ㕍ጊ⣂ޠ

えな館

ߣߣ߽ߦᏒ᳃ߩᔃߩࠃࠅߤߎࠈߦߥߞߚޕ
ޟ㕍ጊ⣂ޠ

「青い山脈」のロケ（右手前が司葉子）

ひとくちメモ

ߪޔㆊ࿁߽ᤋ↹ൻߐࠇߡ߅ࠅޔᕺ㇊ߢࡠࠤߐࠇߚᤋ

後に来市した松林監督は、
「全国でロケ地を探した

↹ߪޔᐲ⋡ߩ߽ߩޕ
ޟᣂሶߩᏎޟߣޠ㔐ሶߩᏎߩޠ೨

が、中央線の槙ヶ根トンネルを出て、パッと広がる

ᓟ✬ߦಽ߆ࠇߡࠆޕ

美しい山並みを目にしたとき、ここしかないと思った」



と語った。そして、その感動が映画冒頭のシーンに

えな業

使われた。




関連
項目



・司葉子（P16）・恵那峡（P47）
・日本大正村（P50）

えな樹

98
えい

映画づくりで「心の合併」
が

映画「ふるさとがえり」
ޟᤋ↹ߠߊࠅࠍㅢߒߡ߹ߜࠍర᳇ߦߒߚߥࠎߘޠ

えな花

ᕁߢᆎ߹ߞߚᏒ᳃ࠍਛᔃߣߒߚ࿅߃ߥޟᔃߩว
૬߇࠻ࠢࠚࠫࡠࡊޠߒߚᤋ↹ޕ㧔ᐔᚑ㧕ᐕ
ߦᏒౝోၞࠍࡠࠤߣߒߡ⾗ޔ㊄㓸ޔࠬ࠲࠶
ࡈߥߤ߶ߣࠎߤߩᬺࠍᄙߊߩᏒ᳃ߩෳടޔදജߩ߽
ߪ߿ߒ߭ࠈ߈

ߒ߱߃

ߣߢᓇߐࠇߚ ߪ〈⋙ޕᨋ ᒄ᮸ޔେఝߪޔਥṶߩᷦᳯ
ߓࠂ߁ߓ

えな食

⼑ ੑ ࠍߪߓޔ⮮ੳ⟤ޔ㜞⇌ᷕሶ↰ޔ㓶ᶈߥߤ

ฬେఝੱ߇ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߩ⿰ᣦߦ⾥หߒߡṶߒߚޕ
‛⺆ߪޔᤋ↹ߩഥ⋙〈ࠍߒߡࠆਥੱߩൊᴦߩᔒ

「ふるさとがえり」のロケ。棚田の風景も後世に残ります。

ひとくちメモ

ඨ߫ߣߥߞߚዋᐕᤨઍߩᄞߣޔᐕᓟߩ↰⥢ߩታ߇

この映画には市内の消防署、消防団が全面的に

㍲ߒߥ߇ࠄㅴߩ߳ߣߐࠆ߰ޔߡߒߘޕᗲᖱߣ⪾⮮

協力。延べ約1,300人の消防団員が参加したほか、

えな水

ߩਛ߆ࠄ߇߽ߢ⺕ޔᜬߟ߰ࠆߐߣ߳ߩᕁޔㇹࠍᗲ
ߔࠆᔃࠍឬߊޕ

エキストラや食事の手配など多くの市民ボランティア
が裏方として撮影現場を支えた。

ᤋߪޔᕺ㇊Ꮢౝၞߩࡠ࠼࡚ࠪࠍ⊹ಾࠅߦޔ
ో࿖ߦะ߆ߞߡᕺ㇊Ꮢࠍᖱႎ⊒ାߔࠆޕ
関連
項目



えな景

52

えな史

99

大パノラマが展開

とう のう ぼく じょう

えな人

東濃牧場
㐳ፉ↸ޔጤ↸ޔጊጟ↸ߦ߹ߚ߇ࠆࢅጘ㒂⋵⇓↥
␠߇⚻༡ߔࠆ⋵༡’႐ޕ㧔ᤘ㧕ᐕߦ㐿႐ޕᮡ
㜞ॏ߆ࠄॏߩ㜞ේߦࠆߚߦ߆ࠆߪޔᓮᎪጊ

えな祭

߿ᕺ㇊ጊߡߒߘޔਛᄩࠕ࡞ࡊࠬࠍᦸߺ⌒ޔਅߦߪ㒙ᧁ
Ꮉ࠳ࡓḓ߿ጤ↸ን↰ߩ↰㘑᥊߽ࠆߎߣ߇ߢ
߈ࠆޕᐲߩᄢࡄࡁࡑ߇㝯ജߢߦߤߥࠢ࠶࠾ࠢࡇޔ
߽߅⮈ߩࠬࡐ࠶࠻⨲’ޕसߦ⚂ޔ㗡ࠍ㘺⢒
ߔࠆ㈼ㄘᝄ⥝ߩὐߢޔਥߦࡎ࡞ࠬ࠲ࠗࡦ‐ߩ⢒ᚑ

東濃牧場

ひとくちメモ

ࠍⴕߞߡࠆޔߚ߹ޕጘ㒂⋵ߢ໑৻ޟ㈼ㄘᢎ⢒ࡈࠔ

春には岩村町方面からの道でサクラが満開となり、

ࡓࠍ⸽ߩޠฃߌ’ޔ႐ࠍᢎ⢒ߩ႐ߣߒߡ㐿ߒޔሶ

訪れる人も多い。場内にある「東濃まきば館」には、

ߤ߽ߚߜ߇㈼ㄘ㛎ࠍㅢߓߡޟ㘩߿ߩᄢಾߐࠍޠቇ

ソフトクリームやステーキもあり、予約すれば野外で
のバーベキューやアイスクリーム手作り体験も可能。

ࠎߢࠆޕ

注意。



関連
項目



私だけのとっておき
じ

まん

私のえな自慢

えな樹

100

・阿木川ダム（P43）

えな業

ただし、東濃まきば館の営業は冬期休業なので要



わたし

えな館

߿ޔㄘኅߢ↢߹ࠇߚ‐ሶ‐ߩ⢈⢒ޔᄐ႐ߩ’ߥߤ

最後は、あなたが選ぶえな自慢。これまで紹介してきた 99 項目にはない、これだけは
えな花

外せないというあなただけのとっておきのえな自慢を教えてください。

えな食

ひとくちメモ

えな水
えな景

53

