
   

   

 

 

 
 
 
       
 
 
 
 

 

 
 

 
   

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

2013.7.25 江戸城下町の館 勝川家で 『能が楽しくなる勉強会』 
 

7 月２５日、市民三学岩村委員会（委員長森川彰

夫氏）が主催する「能が楽しくなる勉強会」が行われ

３５人の参加がありました。この勉強会は、８月２４日

（土曜日）に開催される「第 29 回いわむら城址薪能」

を前に、能を知ればより能が楽しくなるとして開催さ

れ、今年で 5 回目。 

今回は、「勝川家」の奥座敷に会場を変更し、情緒

あふれる旧家のなかで、勉強会が行われました。 

  講師は、今回の薪能の「葵上」で六条御息所を演

じる玉井博祜（たまい ひろこ）さん。今年の演目を能

面の写真や、実際に使う衣装と道具で見どころなど

を解説。更に、当日使う衣装を参加者に着付けして

いただき、だんだん出来上がっていく様子に参加者

は感嘆の声をあげ、当日への期待感が高まりました。 
 

 
 

広報いわむら 
 

＊（告知）9/23 秋の月待ちお堂めぐり 

＊（報告）城山清掃〈夏〉73 名の参加 

＊（報告）いわむら夏祭り 審査結果 

＊ホットいわむらが考える空き家対策 

発行/城下町ホットいわむら 

〒509-7403 恵那市岩村町 209 番地 4 

http://www.hot-iwamura.com 
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ほっと・ホット・もっと 

ホットいわむらだより 

第２９回 

 いわむら城址薪能 

 

平成２５年８月２４日（土） 

開場：午後４時３０分 

開演：午後５時３０分 
 

 

  場所 岩村城藩主邸跡 
（雨天：恵那特別支援学校体育館） 

 

演目 【能】田村・葵上 【狂言】口真似 

チケット好評発売中  

大人 （前売り） 3,000 円 

大人 （当 日） 3,500 円 

中学生・高校生 1,000 円 

※お求めは、町並みふれあいの舘や岩村コミセンなどで 
※同規模の公演に比べて大変お求め安い価格です 
 

 実際の衣装を身にまとう参加者  情緒溢れる勝川家での勉強会 
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告知：〈第２０回〉秋の月待ちお堂巡り 
農村景観日本一の古郷さがし 

  

農村景観日本一富田地区を舞台に開催される「秋の月待ち

お堂めぐり」は今年で記念すべき２０回目の開催となります。 

10 箇所のポイントをめぐるとゴールで抽選会に参加できま

す。コース・ゴールともにお楽しみイベントが盛りだくさん！！ 
 

 

日 時：平成 25 年 9 月 23 日(月・秋分の日)  

受付時間：午前 9:00～午前 11:00 

スタート場所：A 地点/岩村町歴史資料館 

：B 地点/明知鉄道飯羽間駅 

ゴール地 点：ふるさと富田会館 

           （制限時間 午後０時 45 分まで） 

参 加 費：大人 500 円 中学生以下 300 円 

主    催：富田をよくする会 

問合せ先：茅の宿とみだ 電話 43-4021 

問合せ先：町並みふれあいの舘 電話 43-4622 
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報告：スポーツフェスティバルAKB２５ 
Ａ(あそび)Ｋ(健康)Ｂ(ボール)でリフレッシュ！ 

 

 
 

 

7 月 7 日(日)、岩村町自治連合会主催による「いわむらスポー

ツフェスティバル AKB25」が開催されました。Ａゾーンは、子供た

ちの遊び場所として盛り上がり、Ｂゾーンはソフトボールとソフト

バレーボールで熱戦が繰り広げられました。 
 

 

今回から新たにが設けられたＫ（健康ゾーン）では、バランスボー

ル使った健康体操や、保健師による健康相談が実施され、こち

らも多くの方にご参加をいただきました。  

 

 

報告：世界遺産白川郷視察研修 
地域協議会・いわむらをデザインする会議 
  

７月９日、岩村地域協議会と住民による岩村観光計画策定

会議のいわむらをデザインする会議のメンバー22 名が、世界遺

産を有する白川村の白川郷を視察しました。 

「観光客が１００万人になれば町は変わる」とよく言われます。

現在、白川村は年間の観光客数が１30 万人を数えています。し

かしながら、そんな白川村においても、人口減や観光産業の村

全体への波及効果、通過型の観光地化など、様々な問題を抱

え、これに対応するため、今春、白川村観光基本計画を策定さ

れました。今回の研修では、岩村町が観光地を目指すとき、大 
 

 

 

切にしなければならないものは何なのか？という点に特に注目

し、先進地が抱える課題や問題について、白川村役場のご担当

者様ならびに北海道大学特任教授麻生美希さんにご協力をい

ただき、計画策定の背景から、計画策定の手法、白川村観光基

本計画について、レクチャーをいただきました。 

岩村町では、昨年度より、住民により町の観光計画を策定し

ようと、城下町ホットいわむらを中心として「いわむらをデザイン

する会議」を立ち上げ、町の観光的な未来像について、検討を

重ねています。「岩村町として大切にしなければならないものは

何なのか」という点について、この研修で学んだ成果を、計画の

策定に反映して参ります。 

計画は、本年度末に取りまとめる予定としています。 

 

【Ｂ】ソフトボール 【Ｋ】 健康相談 

【Ａ】ストラックアウト【Ａ】キックターゲット

【結果】 

ソフトボール優勝 新町チーム (全３チーム)   

ソフトバレーボール優勝 ベルコパンチーム （全９チーム） 

 

今年３月に策定された白川郷観光基本計画の講義 



  

報告：城址清掃（夏） 
7 月 27 日、今年 2 回目となる岩村城跡とその周辺の清掃活動

が城下町ホットいわむら・岩村城を守る会・岩村城再建構想実行

委員会の共催で行われました。ご協力ありがとうございました。 

岩邑中学校の生徒をはじめ、消防団、観光協会岩村支部など

ボランティアスタッフ約 70 人にご参加をいただき、岩村歴史資料

館前、太鼓櫓周辺、城山への石畳、城の石垣などの草刈りや草取

りなどの作業に汗を流しました。 

 

岩村城ミニ勉強会  
城下から城の建物はどう見えていたか？ 

 

城址清掃の作業の後、市教育委員会文化課三宅唯美課長補佐

による岩村城ミニ勉強会が行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在の岩村の町から城山を写した写真に、本丸、二之丸、三重櫓

などの絵を重ね合わせ、具体的な場所を教わりました。参加者は

城下町から見えていただろう岩村城の建物に思いを巡らせました。 
 

 

 

報告：いわむらの夏まつり  
  気になる審査結果は・・・！！？    

  

  
  

 

梯子を石垣にかけて石垣の草を綺麗に（本丸付近） 

夏休み中の岩中生も清掃に参加してくれました 

ミニ勉強会 

ミニ勉強会 

８月４日・５日、町民の創意・工夫・手づくりのイベン 

ト「いわむら夏祭り」が開催されました。昭和 23 年から 

続く大変装行列など多彩な催しが開催されました。 

 

 

【大変装行列／審査結果】  

 ○優 勝  飯羽間若ボタル 「夏祭りルパン参戦」 

 ○準優勝 柳町 「柳町まもり隊」  

 ○三 位  山上 「山上の金瀑『ゴールデン･ヤマー』 

盛り上がるなら今でしょ！」 

【出し飾り／審査結果】 

 ○優勝 新町一丁目 「巳年の雛祭り」 

【行燈／審査結果】 

 ○優勝 新町一丁目 

 

8 月 4 日 子どもみこし 

ホットいわむらホームページやフェイスブックページでは、さらにたくさんの夏まつりの様子をレポートいたします。

お見逃しなく！！ http://hot-iwamura.com 



 

特集：9/1防災訓練 
日ごろから地震や災害に対する心構えが必要です 

 

日時 平成25 年9 月1 日（日）午前８時から 

訓練テーマ『地域の力が命を守る!』 
 

防災行政無線と各家庭の音声告知器で、地震発生のサイレンを鳴

らして訓練の開始が知らされます。サイレンが鳴ったら、隣近所に

声をかけ、自治会ごとに定められた避難場所に向かってください。 
 

▽AM8:00～ 避難訓練・人員把握訓練・消火栓訓練など 

   場所：各自治会の避難所 下記参照  
 

 

 

 

 

 
平成２５年度 防災訓練 各地区の避難場所・訓練内容【一覧】 

～事前に確認しておきましょう～ 

総合防災訓練 

▽AM9:30～ 

炊出し訓練 

〔日赤奉仕団、女性防火クラブ員〕 

▽AM11:00～  

AED、心肺蘇生訓練 

【場所】岩村コミュニティセンター 

サイレンが鳴ったら 

隣近所に声をかけて 

避難場所へ 

自治会名 避難場所 
訓練内容 

（避難訓練、人員把握訓練は必須項目） 

本町一丁目 まちなか交流館駐車場 消火栓訓練 

本町二丁目 伊藤宅前 消火栓訓練 

本町三丁目 とり兵駐車場   

本町四丁目 本町四丁目公会堂 炊き出し訓練、軽可搬消火訓練 

本町五丁目 本町五丁目駐車場   

柳町 岩村神社 自主防災隊活動カードの運用について 

新  道 旧新道駐車場 消火栓訓練 

江戸町 江戸町公会堂   

新市場 新市場公会堂、堀切北空地 消火栓訓練 

日の出町 カワイ広告駐車場 消火栓訓練 

日の出三丁目 清楽寺駐車場   

殿  町 恵那特別支援学校正門前 消火栓訓練、防災倉庫確認 

西町一丁目 JA岩村支店広場 消火栓訓練 

西町二丁目 西二公会堂 心肺蘇生訓練 

新町一丁目 コミュニティセンター 消火栓訓練 

新町二丁目 コミュニティセンター 消火栓訓練 

石  畑 石畑公園   

大根洞 旧大津屋スーパー前   

朝日町 保育園前駐車場   

一  色 一色クラブ   

緑ヶ丘 秋葉神社 消火栓訓練 

領  家 領家公会堂   

大通寺 大通寺集会所   

山  上 山上公会堂 消火器訓練、消火栓訓練 

一  区 一区公会堂 消火栓訓練 

二  区 二区集会所   

三  区 飯峡会館 消火栓訓練 

上  平 上平集会所   

四  区 四区公会堂 消火器 

旭ヶ丘（飯留） 旭ヶ丘ゴミステーション 消火栓訓練 

五  区 五区公会堂、新建公会堂 消火器、消火栓訓練 

六  区 六区集会所 消火栓訓練、自主防災隊の役割分担確認 

七  区 ふるさと富田会館 消火栓訓練 

八  区 八区公会堂   

さつきヶ丘 中学校 消火器訓練、消火栓訓練 

菅沼団地 団地内消火栓付近   

百合ヶ丘 団地内広場   

 

 

【避難訓練の流れ】 

 

防災訓練想定 

 

市内で 

最大震度６弱 

の地震発生 
 

 

①防災無線・告知放送で

サイレンが鳴らされます 

（午前８時） 

 

 

 
 

②世帯ごとに家から避難

場所まで避難します。 

 

 

 
 

③自治会内で自力で避難

できない人の状況把握と

避難の援助・補助、隣近

所へ声かけをしてくださ

い。 

 

 

 
 

④自治会長（自主防災隊

長）から地区災害対策本

部に避難者の状況を報告

してください。 

 

【地区災害対策本部】 

岩村振興事務所 

電話 43-2111 

 

 

 



特集２：岩村の空き家対策、始まっています！！ 

  

 

 

 

 

 

 
  

岩村町に点在する『空き家』。これからも増える一方と予想

され、町の将来に大きな影響を与えようとしています。 

ホットいわむらでは、こうした空き家への対策を考えていき

ます。 

※空き家とは・・・一定期間居住がなく放置状態の建物を指し、 

年 2～3回、数日間の滞在のみ使用される場合なども含まれます。 

①なぜ『空き家』が問題になるの？ 

 空き家は個人所有の資産であり、その扱いは大変デリ

ケートな問題を含んでいます。しかし、すでに全国でも

約 13％の家屋が空き家となり、15 年後には 24％、4 軒

に１軒にまで増加すると考えられています。 

 

 このまま空き家が増え放置が続くと、倒壊の危険や、

防犯防災の妨げとなる他、町並みや農村風景の景観自体

が観光資源でもある岩村にとっては、景観悪化によるマ

イナスイメージが伴います。 

 

 しかし、一番問題なのは、空き家の増加が地域のつな

がりを分断し、自立的な町のパワーを奪ってしまう恐れ

があることです。これが空き家対策を町として取り組む

必要があると考える理由です。 

（写真はイメージです）

②昨年までの活動状況 

 昨年度の空き家対策事業として、各地区の自治会長さ

んの協力を得て、空き家と考えられる家屋の所在場所を

明らかにし、その後ホットいわむらやろまいかチームに

よって外観調査を行いました。 

 

 その結果、約 20 軒の不在家屋を把握することができ

ました。しかし、この数字は氷山の一角と言っていいほ

どのもので、まだまだ空き家は至るところで存在してい

ると考えられます。 

③今年度の活動計画 

 今年度は、空き家の問題解決に向けて私たちに何がで

きるのか、様々な方向から検討し、できるところから実

施していきます。 

 

 ホットいわむらで空き家対策を担当しているのは、や

ろまいかチーム。主に伝建地区の改修設計やサポートを

行う NPO 法人いわむらでんでんけんのメンバーや、商店

会・観光協会会員、岩村・富田それぞれで活動する恵那

市ふるさと活性化協力隊員等、様々な分野の人材で構成

されています。 

 

 やろまいかチームでは、他にホットいわむら PR、ホ

ームページや広報での情報発信、上町まちなか交流館事

業等を担当しています。 

 空き家対策では、さらに内外の識者や有志等とも連携

し、オープンな取り組みをしていきます。 

 

既に、空き家対策先進地である広島県尾道市への視察

や、最新事例の情報共有を進める勉強会などを開催しま

した。 

 

 今後は、情報収集・情報発信の推進や、空き家を使っ

た交流事業、空き家見学会の開催を計画しています。 

④皆様のご協力をお願いします！！ 

町の皆さまにも、近隣の空き家情報や活動へのご意見

などございましたら、是非お声をお寄せください。また

空き家をお持ちで、今後の処遇にお悩みの方も一度お話

を聞かせていただければと存じます。町の未来につなが

ることを一緒に考えていきましょう！ 

【お問い合わせ】 

城下町ホットいわむら 

 0573-43-2111（岩村振興事務所内） 

 0573-32-1109（上町まちなか交流館） 

 (e-mail) info@hot-iwamura.com 

（7 月 18 日勉強会の様子） 



交流館でイベント続々！！ 
 

型紙体験教室  7 月 25 日(木)、26 日(金)、8 月 1 日(木)、7 日(水)

  かつて岩村で作られていた染物の「型紙」の文化を伝えよう

と、プロジェクトチーム（代表：田口修さん）が、昨年の型紙展に

続き、体験教室を開催しました。町内外から自由研究の題材等

にと集まった小学生を中心に、延べ 70 名の参加者が集まりまし

た。8 月 22 日にも開催が予定されています。 

 

クラシックカメラ展示会  8 月 3 日(土)、4 日(日) 

岩村町にお住まいの田中成範さんが収集されたクラシックカ

メラ、８ｍｍビデオの展示会が開催されました。所狭しと並べら

れた貴重な機材の数々に、訪れた人も興味津々。田中さんから

は、８ｍｍビデオの撮影方法、今の便利な機材にはないクラシック

カメラならではの味わいについての説明がありました。 

  
 

 

 

 

 

報告：「みんなのお楽しみ会」開催！！
 いつまでも元気に楽しい、いわむらライフ！！ 

 

 

このお楽しみ会は、ホットいわむら未来チーム内に設置

されている地域福祉計画地区別実行委員会の高齢者部会が

主催となり、様々な団体の協力を頂きながら行われたもの

で、60 歳以上の方々にますます明るく元気になって頂こう

と計画された集いです。 

 第 1 回目として富田地区を中心とした方を対象に 7月 11

日(木)の 11 時より 13 時 30 分まで、茅の家富田を会場にし

て行いました。 

 28 名の方々が参加して、まず音楽療法士の鈴木美代子先

生による、今の時期に咲いている花に関する楽しいお話と、

昔懐かしい歌をみんなで唱和しました。 

 その後、茅の家の五平餅料理をおいしく頂き、午後から

は岩村の寅さんこと加藤鈴雄さんによるマジックで大いに

笑ったり感動したりの内容となり、みんなで楽しく過ごす

ことが出来ました。 

 高齢者部会では、今後もこの行事を地域別に開催してい

く予定をしています。 

こんにちは！恵那特別支援学校です 

平成２５年度 岐阜県知的障がい特別支援学校チャレンジ陸上競技大会 

７月２６日（金）、岐阜メモリアルセンター陸上競技場において「チャレンジ陸上競技大会」が行われました。岩村に移転してか

ら毎年、高等部生徒が参加しています。今年は男子４００ｍリレーで優勝、その他にも優秀な成績をおさめることができました。

特に３年生は最後の大会で、悔いのないよう力を出し切ってくれたと思います。大会に向け練習してきたこと、当日ドキドキしな

がら競技に臨み、成果をおさめたことは、今後の学校生活、卒業後の社会生活の中で、必ず生かされていくことでしょう。頑張っ

たことは何一つ無駄にはなりません。頑張った皆さんに拍手です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の交流館の予定 「将棋サロン」 

◎日時  8 月 19 日(月) 14:00～16:00 

◎参加費 大人・親子・三世代参加 ￥500 

      子ども・兄弟参加    ￥300 

◎問い合わせ 中田誠志（090-6163-6729） 

7 月 27 日（土）ＰＴＡ主催「夏まつり」に 

ご協力いただきありがとうございました。

ホットいわむらさん、岩村城女太鼓の

皆様のおかげで児童生徒の楽しい夏の

思い出ができました。 



「いわっこクラブ」で、子どもたちと一緒に遊びませんか？  

恵那市子ども教室「いわっこクラブ」をご存知ですか？  

子どもたちの様々な体験と、異年齢や地域の大人たちとの  

交流を目的に、放課後の小学校を利用して開催しています。 

いわっこクラブで昔あそび 

 ７月のいわっこクラブは、「昔あそび」で楽しみました。新聞

紙で紙風船と紙鉄砲を作って遊んだり、福笑いに挑戦したり。

風車を作った時には、風車は、みんな汗をかきながら思いっき

り走り回っていました。 

暑くても子どもたちは元気いっぱい。サポーターたちも元気

を分けてもらいました。夏休み明けも、たくさんの笑顔を待っ

ています。 

（今後の予定） 

 

お問い合わせ：教育委員会社会教育課 43-2112（内 343） 
 

 

  
  

 

 

 

 

１学期に岩邑小学校の皆さんが読んだ本の冊数 18,299 冊になりまし

た。昨年度、東濃地区の図書館教育に関わる最優秀賞を受賞しましたが、昨

年度よりさらに伸びています。低学年の１日で読める本から、高学年の１週間は

かかる本までを合わせての冊数です。校内の各学年の前や各教室にも本が

置かれ、読書に関わる掲示もたくさんあります。そして、地域の読み聞かせボラ

ンティア『たんぽぽ』の皆さんや、PTA 母親委員さんを中心とした読み聞かせ

などのお力を借りて、本を通して学ぶ活動が脈々と生きている学校です。 

 

岩邑小学校の特色として、読書活動に加えて、明るく元気な挨拶ができる

ことや鈴木隆一先生をはじめ地域の方々から学んでいる、地域の誇りである

人々を学ぶ『先人教育』。先日、東北の震災復興支援教員として岐阜県から

派遣された先生から、助け合って生きている東北の人たちの様子を学んだ、

『生命を考える集会』など、岩邑小学校ならではの学校生活を過ごしていま

す。 

中でも、１番うれしいのは、学校を休む子どもたちがとても少ないことです。１

時間はかけて登校しなければいけない遠い地区もありますが、高学年リーダー

が中心になって、３月まではバスだった１年生の皆さんをはじめ、本当に元気に

登校しています。これも、各ご家庭での健康管理や、登下校の『見守り隊』のお

かげと感謝にたえません。 

 暑い夏を元気に安全に生活し、２学期さらにたくましく成長する姿を楽しみ

にしています。 

      

９月 ９日（月） １５：２０～ 校庭は自然がいっぱい（自然体験） 

９月２８日（土） 未定 お米の収穫（稲刈り） 

１０月２１日（月） １５：２０～ おもちゃを作って遊ぼう 

１１月 ３日（日） 詳細未定 おかげまつりに参加しよう 

１１月１１日（月） １５：２０～ 調理 お米を食べよう  

１２月 ９日（月） １５：２０～ カローリング体験 

１月２０日（月） １５：２０～ チャレンジ・ザ・ゲーム 記録に挑戦 

岩村の子どもたちの学校の様子をホットだよりに掲載！ 
子どもたちの学校での様子を地域の皆さんにどんどん紹介します！ 

 

今月は 

岩邑小学校 



 
 
 
 
 
 

恵那文化振興会岩村支部たより  恵那市文化振興会岩村支部長 森川彰夫 

恵那市文化協会岩村支部には、現在２４のサークルが所属しており、各サークルごとに目標を立てて活動をしています。

サークル活動の成果を町民の皆様方に知って頂く発表の場として夏祭りには木村邸などの町屋活用施設での作品発表、秋

の町民展・文化芸能発表会などがあります。美術工芸部会のサークルでは市の本部主催 

の発表会にも参加しています。各サークルは共に熱心に活動していますが、少子高齢化 

社会のあおりを受け存続が危ぶまれるサークルも現れ始めています。７月のこれまで 

１年間を通し、このホットだよりで各サークルのＰＲをして会員募集をしましたが、 

良い結果は聞こえてきません。町民の皆様、生涯学習の一つとして岩村コミュニテ

ィセンター（公民館）で行われている色々なサークル活動に是非入会し「生きがい

づくり」をしようではありませんか。 
 

乳幼児学級へのお誘い !!  育児世代の皆さん…乳幼児学級をご存知ですか？ 
若いお母さん方の学びの場です。８月は「昌吾おにいさんのコマのショー」です。 

コマのすごい技を披露します。コマのまわし方も教えてもらえます。 

今回は参加に申し込みが必要です。 

申し込み期限は ８月１０日までに岩村コミュニティセンターへ!!!! 

 ◆ 日 時 ８月２２日（木）午前１０時から◆ 場 所 岩村コミュニティセンター 大ホ－ル 

 
         「関西の商魂を探る」視察、滋賀県長浜市 

（岩村地域三学委員会主催の先進地視察へのお誘いのお知らせ） 

 

視 察 日  ９月２５日（水） 午前７時３０分出発 

集合場所  岩村コミュニティセンター   

募集人員   ２０名（先着順）  参 加 費  ５００円（保険代です） 

（注）現地では自由散策・自由研修（町をブラブラしながら何か参考になる 

事や物を見つけて下さい、帰りのバスで発表をお願いします）昼食は各自負担。 

参加申込期限 ９月１４日（土）まで   申込先 岩村コミュニティセンター（TEL 43-3722、Fax 43-3694） 

【視察趣旨】岩村本町通りから電線や電柱が消えて半年が経ちました。市の莫大な予算を使って実施された事業でしたが、市から大きな地域の活性化が期待
されての事業でした。この事業の成果は町並や町に住む岩村人の今後の活動にかかっています。町並の価値を改めて知り、活用しない手はありません。活用し

てこそ成果が見えてきます。従来の町並の姿のままでは、事業自体が無駄になります。活用とはただそこに住むだけでは無く商いに活かす事です。空家の活用

も重要ですが、今ここに住み又は商いをして見える方々（住民）が、まず立ち上がり実行に移すべき時と思われます。 
 そこで、市民三学岩村地域委員会では、地域協議会が取り組むこの重要課題対策の一助にと、全国的にも大きな成功を収めたと認識されている、滋賀県の
長浜市の商店街の視察を計画しました。既に行った事あると言う方も多いと思いますが、商いのヒントを絶対に掴んでくると言う意気込みの下に視察したい
と思います。みんなで、長浜の（関西人）の商魂を探って見ましょう。 
 

後期市民講座（岩村コミュニティセンター） 

     「おもしろ歴史講座」開始のお知らせ 

 後期市民講座（岩村）では、岩村を中心とした新しい 

「歴史講座」を開設予定です。町の歴史を知りたいと言 

う多くのご要望に答えるため、３名の講師による講座を 

今後継続的に実施して行きます。 

 

一味違う岩村を中心とした恵那の歴史講座、知ってる 

        ようで知らない地域の歴史秘話などを３名の講師がお             

話をします３名の先生には、古代から近代までの岩村 

の永い歴史を得意な時代毎に分けてお話をして頂きま 

す。（古代に岩村人は居たのか？、岩村城はいつ建った 

のか？幕末岩村藩はどう行動したのか？等々）  

総数 5,381 人 （▲４） 

男 2,592 人 （±０） 

女    2,789 人 （▲４） 

世帯 1,894 世帯 （▲２） 
（     ）内は前月との比較 

いわむらコミュニティセンター情報 

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION 

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION 

８～９月の主な 

コミュニティセンター使用予定 
  ８月２４日（土）    岩村城址薪能 

  ８月１８日（日）    カラオケ大会 

  ９月 ８日（日）    公民館一斉清掃

岩村町の人口（平成25 年8 月1 日現在）

開講予定 

10月～ 

 第1･第3火曜日 

 午後7時から 


