
   

   

 

 

  
 
 
       
 
 
 
 

 

 
 

〜ホットな⽥んぼで、昔ながらの⽥植え体験〜 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

     
5 ⽉ 16 ⽇、もはや毎年の恒例⾏事となった「ホットな⽥んぼで⽥植え体験」が⾏われました。親⼦連れな

ど総勢５６⼈が参加し、昔ながらの⽥植えに挑戦しました。⼦どもたちは泥だらけになりながら、1 本 1 本て
いねいに、苗を植えていきました。 
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ほっと・ホット・もっと

ホットいわむらだより 

2015.8.13 ザ・縁⽇ ふるさと創⽣花⽕ ご協賛のお願い

今年も【岩村城再建構想事業】の⼀
環として、岩村城再建構想実⾏委員会
（商⼯会⻘年部岩村⽀部）が主体とな
って、岩村グラウンドにて、ふるさと
創⽣花⽕を打ち上げます。ザ・縁⽇の
開催、ふるさと創⽣花⽕の打ち上げの
為には、皆様のご協⼒が必要です。 

１⼈でも多く⼼からのご協賛を頂き
たく、よろしくお願い申し上げます。

●⼀⼝ 1,000 円で、何⼝でも結構です。【締め切り】8 ⽉ 13 ⽇（当⽇まで） 
（ご協賛をいただいた⽅のお名前は、後⽇公表させていただきます。） 
●10 ⼝以上協賛していただいた⽅で、ご希望の⽅には、『花⽕特別席』をご⽤意いたします。
特別席をご希望の⽅は、8 ⽉ 7 ⽇までに、商⼯会窓⼝にてお申し込み下さい。（電話・FAX
不可）席数に限りがございますので、ご希望の⽅はお早めにご連絡ください。 

お問い合せは 恵那市恵南商⼯会 岩村⽀所まで 岩村町 545 番地８ 電話４３－２６３６



お知らせ：いわむらスポーツフェスティバル 
いわむら AKB27 開催 

 
いわむら AKB は、⼦どもからお年寄りまで、誰も

が気軽に参加できるスポーツイベントです。みなさん
の参加を⼼よりお待ちしております。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⽇ に ち：7 ⽉ 12 ⽇（⽇） 
     ※屋外種⽬は⾬天中⽌ 
場 所：岩⾢中学校体育館周辺 
集合時間：8：30 ／ 競技開始：9：00 
参加資格：どなたでもご参加いただけます。 
主  催：岩村町⾃治連合会 
共  催：スポーツネットいわむら、岩村町体育協会
問合せ先： 
①スポーツネットいわむら 代表 藤井孝司 

電話 43-0056 
②岩村町体育協会 代表 三宅祥市 
               電話 43-2258    

             
イベント内容 
■A ゾーン 外遊びゾーン・迷路（ピロティ他） 
■K ゾーン 太極拳（格技場） 
      ⾎圧・体脂肪測定・検診 PR 

健康相談（ピロティ） 
■B ゾーン カローリング（格技場） 
 
★ソフトバレーボール⼤会 
場  所：岩⾢中学校体育館 
受  付： 8：00 
開  始： 9：00 終了予定：15：00 
持 ち 物：シューズ、タオル、飲み物等 
チーム編成：1 チームは中学⽣以上の男⼥問わず 4 名 

※1 ⼈での参加も OK！ 
 

申し込みは、6 ⽉ 1 ⽇の町内回覧で配布したチラシによ
り FAX にてお申し込み。もしくは、直接提出をしてくだ
さい。  

提出先：岩村振興事務所（FAX 0573-43-0159） 
 

お知らせ：ほお葉寿司作り体験 
ほお葉寿司作り教室を開催します。 

郷⼟料理の⼀つとして昔から各家庭で作られてい
ます。地元ならではの味を味わってみませんか。 

葉の上にいろいろな具を乗せて包みます。少し時
間をおくとほお葉の⾹りがしておいしくなります。 

城下町ホットいわむらでは、郷⼟料理伝承事業と
してお届けします。ぜひ参加してください。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

⽇ 時：6 ⽉ 20 ⽇（⼟）10：00〜12：00 
場 所：加納家（岩村町新道） 
参 加 料：1 個 200 円（1 ⼈ 5 個まで） 
持 ち 物：エプロン、三⾓⼱ 
締め切り：6 ⽉ 18 ⽇（⽊）まで 
申し込み・お問い合わせ：城下町ホットいわむら 
     （岩村振興事務所：宮川 43-2111） 

報告：第 1 回農村のこども建築ラボ開催 
5 ⽉ 24 ⽇、NPO 法⼈農村景観⽇本⼀を守る会の主催

で、古いお家から建築、農、⾷などを楽しく学ぶ研究、
実験型イベント「第 1 回農村の⼦ども建築ラボ」が開か
れました。 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

⼦ども達は、家を持ち上げて直す為の準備で、壁を落
としたり、腰組の配置などを⼿伝いました。 

第 2 回は、6 ⽉ 28 ⽇（⽇）に開催されます。 
お問合せは、茅の宿とみだ（電話 43-4021）まで。 

 

いわむら AKB27 開催要領 

練習会があります！！ 
⽇ 時：毎週⽉曜⽇ 19：30〜 
場 所：岩⾢中学校体育館 
参加費：100 円 
問合せ：⽚桐祐介 電話 43-2770 



１１１１   １ 
報告：恵那市元気発信事業 
城下町ホットいわむら「ゆかしき⾥づくり」           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
恵那市が市⺠活動団体等の主体的に取り組む創意と

⼯夫にあふれたまちづくり活動に対して⾏う「恵那市地
域の元気発信事業総合助成⾦」に今年も申請し、城下町
ホットいわむらが進める「ゆかしき⾥づくり」に対して
助成⾦を受けることが決まりました。今年度は、新たな
チャレンジとして、縁結びをキーワードに、『城下町結婚
式と城下町街コン』 の新イベントを実施します。恒例と
なるいわむら城下町のひなまつり、宵のひなまつり、ク
ラフトフェアいわむら、いわむら城下おかげまつり、学
んで観光に活かす講演会、を加え、「ゆかしき⾥いわむら
づくり事業」を展開していきます。 この助成⾦は、今
年度で最後となりますが、継続して実施できる事業とし
て積極的な事業を展開してまいりますので、みなさまの
ご理解とご協⼒をよろしくお願いいたします。      

 

報告：城⼭清掃（春） 
 5 ⽉ 17 ⽇、⽇本百名城のひとつ岩村城跡の清掃が⾏わ
れました。総勢 110 名が、城壁や登城坂、資料館・太⿎
櫓周辺の草刈りと清掃作業を⾏いました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 岩⾢中学校の⽣徒さん達も４１名参加され、刈った草
の処理や登城坂の美化などに⼒を発揮してくれました。
 

報告：⼭歩きマップ完成 
 岩村町観光協会では、「岩村 ⼭の会」の協⼒と恵那市
元気発信事業の助成を得て、｢三森⼭＆⽔晶⼭ ⼭歩きマ
ップ｣を作成しました。  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

全国各地から沢⼭の問い合わせがあり、この要望に応
えたもので、A４版でフルカラー、主な地点からの距離
や所要時間が分かりやすく掲載してあります。⼭歩きに
興味のある⽅は、町並みふれあいの舘でお渡ししており
ますので、是⾮お⽴ち寄りください。その他、多数のパ
ンフレットを取りそろえております。    
【問い合わせ】 

町並みふれあいの舘内 岩村町観光協会 
電話 43-3231 

事業予算の概要（⽀出の部） 
 
 
 
 
 

項    ⽬ ⾦   額 

縁結び城下町結婚式 866,000 円

縁結び城下町街コン 416,000 円
いわむら城下町のひなまつり 
「宵のひなまつり」 349,000 円

クラフトフェアいわむら 316,000 円

いわむら城下おかげまつり 833,000 円

観光資源活⽤〈講演会の開催〉 314,000 円

合    計 3,094,000 円
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２０１５．３．２９ ひなまつり結婚式 



 
2015 いわむら城下町のひなまつり アンケート結果①       

2015 いわむら城下町のひなまつりにご来場いただいた皆さんに、アンケート調査を実施しました。 
 そのアンケート結果について、皆様にご紹介します。 
 

１．今年の「いわむら城下町のひなまつり」について 
 

 回答数 構成⽐
①楽しかった 282 93.7%
②普通 11 3.7%
③良くなかった 2 0.7%
無回答 6 2.0%

計 301 100.0%
 
２．「いわむら城下町のひなまつり」には（来場回数） 
 

 回答数 構成⽐
初めて 160 53.2%
2 回⽬ 83 27.6%
3 回⽬ 26 8.6%
4 回⽬ 7 2.3%
5 回⽬ 7 2.3%
6 回以上 12 4.0%
無回答 6 2.0%

計 301 100.0%
 
３．⾷事・お⼟産にどれくらいお⾦を使いましたか？ 
 

 回答数 構成⽐
①500 円未満 21 7.0%
②500〜1,000 円未満 44 14.6%
③1,000 円〜2,000 円未満 88 29.2%
④2,000〜3,000 円未満 57 18.9%
⑤3,000 円以上 74 24.6%
無回答 17 5.6%

計 301 100.0%
 
４．今年のひなまつりを何で知りましたか？ 
 

 回答数 構成⽐
①新聞 30 10.0%
②テレビ 51 16.9%
③雑誌 9 3.0%
④知⼈の紹介 71 23.6%
⑤折り込みチラシ 37 12.3%
⑥その他 94 31.2%
無回答 9 3.0%

計 301 100.0%       

経済効果 
（試算） 

2015 ひなまつり来場者数（推計） 39,327 ⼈ 経済効果（推計）84,277,761 円   
各項⽬の中間値で計算（500 円〜1,000 円未満の場合は 750 円で計算、500 円未満は 250 円、3,000 円以上は 4,000 円で計算）
計算式:250 円×21 ⼈＋750 円×44 ⼈＋1,500 円×88 ⼈＋2,500 円×57 ⼈＋4,000 円×74 ⼈）÷284 ⼈

ひとりあたり単価：2,143 円  2,143 円×39,327 ⼈＝84,277,761 円    
※※※ 経済効果（試算） 参考〈⽐較〉 2012：37,589,579 円  2013：68,959,332 円、2014：算出なし ※※※ 

無回答 2.0％良くなかった 0.7％

普通 3.7％

楽しかった 93.7％ 

今年のひなまつりについて 



2015 いわむら城下町のひなまつり アンケート結果② 
 
5．どちらからお越しになりましたか? 
 

 回答数 構成⽐
愛知・東海 
(名古屋・春⽇井・瀬⼾を除く) 

85 28.2%

旧恵那 32 10.6%
⼟岐・多治⾒ 27 9.0%
中津川 23 7.6%
中濃・⻄濃 22 7.3%
名古屋 24 8.0%
関東・信州 25 8.3%
瑞浪 13 4.3%
瀬⼾・春⽇井 15 5.0%
恵南 10 3.3%
岩村町 7 2.3%
関⻄・近畿・北陸 6 2.0%
無回答 6 2.0%
⾶騨・下呂 2 0.7%
東北・北海道 2 0.7%
中国・四国・九州・沖縄 2 0.7%
海外 0 0.0%

計 301 100.0%
 
6．（来場者の）年齢 
 

 回答数 構成⽐
10 代以下 13 4.3%
20 代 19 6.3%
30 代 20 6.6%
40 代 17 5.6%
50 代 70 23.3%
60 代 98 32.6%
70 代 30 10.0%
80 代以上 6 2.0%
無回答 28 9.3%

計 301 100.0%
 

7．（来場者の）性別 
 

 回答数 構成⽐
男性 78 25.9%
⼥性 218 72.4%
無回答 5 1.7%
 計 301 100.0%

 

8．ご意⾒・ご感想（抜粋）    
●毎年楽しみにしてます。 
●何回⾒に来てもまた来たくなります。 
●皆さんの協⼒の気持ちが伝わってきました。とて
もなつかしく⼼温まる飾り付けに⼼がいやされまし
た。ありがとうございました。孫と共にまた来たい
と思います。 
●建物に趣があり、とても感動した。おひな様は、
各家庭で良さが違っていたので、そこがおもしろか
った。それぞれ飾るのも⼤変だったと思うので、ご
苦労様でした。楽しかったです！ 
●昔のおひな様は、何度⾒てもいいなーと思いまし
た。ずーっとお祭りが続きますように。 
●町全体が協⼒している雰囲気を感じました。 
●古い町並み景観がとても感動的です。⼈の⼼のあ
たたかさ、⾃然さが町と並んでとても⼼地よいです。
何度でも来たい町散歩したい町です。知⼈、友⼈に
紹介したい⼟地です。  
●ゴミのないきれいな町に気持ちよくひなまつりを
⾒て歩けたことに感謝します。また主⼈と⼆⼈で来
たいと思いました。 
●⾒応えがあった。数がたくさんで楽しかったです。
特に和紙のおひな様を初めて⾒てよかった。来年も
来たいです  
●岩村は⼩さくても、いかにも城下町です。⾜助や
稲武と違って⽂化の⾼さを感じます。 
●とてもきれいに展⽰してありよかったです。 
●古い町並みがとても素敵で⼤好きな場所です。フ
ッと訪れたくなる…そんな街です。今度は、和服で
来てみたいです。 
●毎年町をあげて続けてみえることが⽴派だと思い
ます。伝統⾏事を継続されていかれることを望みま
す。城下町は⾵情があってステキです。 
●何度も訪れたい町です。町並みも⼈情、⾵情もよ
く楽しく過ごせます。伝統を保存されるご苦労も思
いはかっています。地元産野菜、⼭菜、お菓⼦、果
物、加⼯品等もっともっと提供して下さるように。 
●前回より盛り上がっている様⼦です。 
●他の地は⾏ったことがありますが、岩村のひなま
つりは家の前の花餅やかわいいおひな様等、⼤変楽
しくいい想い出となります。 
●地元の料理が⾷べれる店を増やしてほしい。 
●喫茶できる場所がほしい。わかりにくい地図で、
迷いました。 
●トイレが少ない。スタンプラリーの⽤紙のある場
所がわかりにくい。駐⾞場が少ない。 
●スタンプラリーの場所で説明(岩村の歴史、その場
所、近くの様⼦、おひな様等)をいただいたことが、
⼤変うれしく思いました。 
町並みも整えられ、親切な⼈に触れ、楽しい旅をす
ることができました。再度訪れたい気持ちです。 
●来てよかったです。町の⽅がとっても親切ですば
らしいところでした。また来ます。今⽇はお友だち
６⼈と来ました。主⼈と今度は来たいと思います。
親切にしていただき、ありがとうございました。

４．何で知りましたか？ （その他：抜粋）         
インターネット 13 通りがかり・偶然 12 
JR ウォーキング９ ラジオ７ 
毎年来ている７ ⼝コミ６ テレビ５  
じねんじょ列⾞ 4 駅のチラシ 3 バスツアー2 

ご来場された⽅々から頂いた「ご意⾒・ご感想」を 
来年のひなまつり開催に向け、参考にして参ります。

【いわむら城下町のひなまつり賑わい構想委員会】 



いわむら歴史再発⾒vol.18 

●求む！情報 ⽕道を知っていますか？  
 国道 257 号新⽊ノ実トンネル⼊⼝に短い橋が架かっています。この橋の欄⼲
には「中⽕道橋（なかひみちばし）」「中⽕道川（なかひみちがわ）」と刻まれた
銘板が付けられており、橋の下を流れる川が中⽕道川という名前であることが分
かります。⽔が流れる川の名前が⽕の道とはずいぶん変わっていますね。 
 この「中⽕道」という単語は、岩村藩の『⼭⽔⽅勤書』という史料に登場しま
す。「⼭⽔⽅」とは、⼭奉⾏の配下で、城⼭・⼤薮（⼤円寺跡）・「御林」と呼ば
れた藩有林の管理を⾏う部署で、勤書はその勤務マニュアルとして幕末まで書き
継がれたものです。この史料から次のようなことが分かります。 
〇「中⽕道」｢外⽕道」がある。 
〇外⽕道は⽊ノ実峠を起点として鈴ヶ根まで続いている。 
〇年 1 回、10 ⽉中旬（現在の 11 ⽉〜12 ⽉上旬）に「苅焼」（⼭焼き）が⾏わ
れた。 
〇苅焼の前に、⽣えている萱・⽊草を⼊札して払い下げている。 
〇苅焼は、中⽕道は岩村、外⽕道は岩村・根上村・上飯⽻間村・中飯⽻間村・下
飯⽻間村・富⽥村・⼤円寺村の出役で⾏われた。 
〇勘定所から、苅焼の資材として、たいまつ 15 本、わら３束が⽀給された。 
〇関連する地名として「桂坂」「与三平」「⾦沢⽕道」「⼤渡場」がある。 
 また、藤浪家から寄贈された幕末の絵図には中⽕道、外⽕道が帯状の地形とし
て描かれており、外⽕道は勤書の記述のとおり、⽊ノ実峠を起点としています。 
 ⽕道とは、⽔晶⼭に設けられた帯状の草地のようです。⼭⼝県の秋吉台の⼭焼
きでは、事前に台地の周囲を草刈りし、幅５ｍの帯状の防⽕帯を作る作業を「⽕
道切り」と呼んでいます。岩村の⽕道も、城を⼭⽕事から守るための防⽕帯であ
ったと考えられます。 このうち、外⽕道は、岩村町と上⽮作町の町境の尾根の
うち、⽔晶⼭の南の⽊ノ実峠から鈴ヶ根までの間がそうであろうと考えています
が、中⽕道についてはまだ確認ができていません。中⽕道、桂坂、与三平などの
地名について、何かご存じの⽅はぜひともご教⽰ください。 

（恵那市職員 三宅唯美） 
 
「いわっこクラブ」で⼦どもたちと⼀緒に遊びませんか？      

いわっこクラブ楽しかったよ！      
５⽉１１⽇のいわっこクラブは、きみもマジシャン

☆マジックショー！不思議なことをいっぱい体験し
ましたね。後半は保護者の⽅も参加され、みんなでマ
ジックを楽しみました。みんなマジシャンになれたか
な？ 

５⽉１６⽇はお⽶作り体験ということで、⽥植えを
⾏いました。講師の⽅に苗の植え⽅を習ったら、いざ
⽥んぼに突⼊！⼦どもたちはどろんこになりながら
楽しそうに⽥植えをしていました。おいしいお⽶がで
きるといいですね！⽥植えの後はフィールドビンゴ
ゲームを楽しみました。 

  
 
 
 
 
 

     
 

 
                  
お問い合わせ：恵那市まちづくり推進部⽣涯学習課 26-2111（内線 342） 
：⼦ども教室専⽤ダイアル 090-4400-0771 （⽥⼝ ⻄尾） 

お⽶づくり体験：植え⽅を習います 

マジックショー：ジックに釘付け！  マジックショー：マジシャンになれたよ！  ⽶作り体験:うまく植えられるかな？ 

中⽕道橋 

中⽕道橋欄⼲ 



 
 

 
 
 
「⼟台づくりのⅠ期」が始まりました          
本年度、岩⾢中学校は全校⽣徒１５８⼈でスタ

ートしました。年度が変わり、気分も新たに、⽣
徒・職員共、張り切っております。地域の皆様、
よろしくお願い致します。 

さて、岩⾢中学校では、１年間を６つの期に分
けて、期ごとの⽬標を意識した取り組みをしてい
ます。４⽉、５⽉は「⼟台づくりのⅠ期」に相当
します。Ⅰ期の知新総会では、全校⽣徒が 1 年
間の⾒通しを持てるように、⽣徒会執⾏部が中⼼
となり、岩⾢中学校の 1 年間の流れや活動内容
を説明しました。１，２年⽣が⼗分に理解できる
ように、劇で演じたり、問題形式にしたりしてプ
レゼンテーションをしました。活動の内容説明だ
けではなく、なぜ岩⾢中学校がその活動を⼤切に
しているかについても説明をする姿がありまし
た。こういった活動の背景にある願いや思いを語
り合うことで、活動の質の⾼まりが⽣まれるのだ
と感じました。⽣徒会を中⼼として素晴らしいス
タートが切れました。 

  
  

当校の中学部と⾼等部が、５⽉初めに町内の様々な場所へハイキン
グに出かけました。天候にも恵まれ、⼼地よい陽ざしの中、クラスご
とに⽬的地を⽬指して町内の街並みを楽しみました。              

■■■ボランティア養成講座のお知らせ■■■          
障がいのある児童⽣徒との接し⽅や、特別⽀援教育への正しい理

解、当校児童⽣徒の休⽇や卒業後の居住地での地域活動の充実を⽬指
し、⼦どもたちの理解者や⽀援者となっていただく⽅を増やすことを
願ってこの講座を実施します。担当者までお問い合わせください。 
 
【実施⽇及び実施内容】           

期  ⽇ 内  容 場  所 

７⽉２３⽇（⽊） 
９：００〜１５：００ 

午前：「障がいについて」、 
｢サマースクール」⾒学・参加 
午後：「夏まつり」準備等 

恵那特別⽀援学校・知新会館等 

７⽉２５⽇（⼟） 
９：００〜１２：００ 「夏まつり」に参加 恵那特別⽀援学校・知新会館等 

 
※担当 渉外部 松本政之 ⼩栗輝久 ＴＥＬ：0573-43-4857 

こんにちは！恵那特別⽀援学校です 

〈河川公園にて〉 

今⽉は 

岩⾢中学校

⽣徒会執⾏部が中⼼となり岩⾢中学校の1
年間の流れや活動内容を説明しました。 
岩⾢中学校は⼤切にしていることは・・・

いわっこ元気だより！ 
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！ 



 
 
 
 
 
 

総数 5,201 ⼈ （▲13） 〈▲113〉

男性 2,498 ⼈ （▲9） 〈▲62〉

⼥性 2,703 ⼈ （▲4） 〈▲51〉

世帯 1,880 世帯 （±０） 〈▲21〉

（  ）内は前⽉との⽐較〈  〉は前年同⽉⽐ 

いわむらコミュニティセンター情報 

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION 

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION 

チョット昔の想い出話 

桜の季節は過ぎてしまいましたが、今でも思い出
として残っていることがあります。 
 四⼗数年前、私が岩村へ嫁いだ頃には、近くの⼤将 
陣に桜の⼤⽊があり、春になると⾒事な花を咲かせ、 
近くの⼈達が「花⾒」に出掛けたものでした。我が家 
でも、花が咲き揃うと⽇曜⽇を待っていたかの様に義 
⽗の「今⽇は⼤将陣へ花⾒に⾏くぞ」の⾔葉で、あり合わせのものを使い、お弁当をつくり飲み物を持ち、敷物も⽤意して、ほ
んの近場なのにまるで遠出をするかの様な出で⽴ちで、親戚も⼀緒になり、わいわいガヤガヤ⾔いながら歩いて満開の桜を⽬指
しました。 
 ⼤将陣に着くと近くの新市場や殿町の⼈達も桜の下に陣を取ってみえ、私達も他の桜を探してその下に敷物を敷き、お弁当を
⾷べ、のんびりとした⼀⽇を過ごし、のどかな春の⾹りを満喫しました。 
 その後、⼦どもが⽣まれ、この美しい桜を⾒せてやりたい思いで義⽗と同じように「今⽇は花⾒に⾏く」との主⼈の⼀⾔で、
やはり当時と同じ様にお弁当等を持ち、ゆっくりとした時間の流れの中で桜を愛でた思い出が残っております。 
 あの時、私達を幸せな気持ちにしてくれた桜も⽼⽊になった為か、病気になった為か分りませんが、伐採されてしまいました。
 その後、何年か前に若⽊が植えられ、少しずつ成⻑しています。近年はその若⽊が少ずつ花を咲かせていて、もう少し経てば
昔と同じ様に⼈々に感動を与えてくれる⼤⽊になる事を信じています。そして春が訪れる度に多くの⼈が桜と出会い、今のこの
時代だからこそ、⼤⾃然の中に⾃分をおいて、改めて⾃⾝を⾒つめ直す、きっかけになればと思うのです。 

公⺠館周辺の清掃作業が実施されました
去る５⽉３１⽇（⽇）朝７時３０分から⽂化振興会岩村⽀部会員・岩村福

祉センター職員・岩村診療所職員の⽅々５６名によって、公⺠館駐⾞場や周
辺の清掃作業をして頂きました。結構草が伸びていましたが、⼤変きれいに
なりました。ありがとうございました。今年は今後２回の清掃作業を予定し
ていますので、またよろしくお願いします。 

春のフロア・コンサートが実施されました
去る５⽉３１⽇（⽇）１０時から公⺠館⼤ホールで、⽂化振興会岩村⽀部主催の春のフロア・コンサートが⾏われ、ザ･リ

タイヤーズによる演奏会と佐藤⼀斎の「⾔志四録」朗読がピアノ演奏のコラボで⾏われ出席者の皆さんに⼤きな喝采を頂いて
いました。 

★講師：⼩栗恵⼦さん『親の背中を⾒て⼦は育つ』 
★サロン講師：伊藤曜⼦さん『話そう・語ろう・我が家の約束』 
〇対象者〜乳幼児期を⼦育て中の親御さん・ご兄妹・おじいちゃん・おばあちゃんのご参加をお待ちしています♪
〇申込み⽅法：保護者⽒名・お⼦様のお名前・年齢・住所・電話番号を記⼊していただき岩村コミュニティセン
ター窓⼝へ提出してください。※定員１５組になり次第締め切りとさせていただきます。 
〇開催⽇：6 ⽉２8 ⽇（⽇）（受付9 時30 分〜10 時00）午前１０時開始 
〇場 所：岩村コミュニティセンター・2F ⼤会議室 
 

乳幼児期の家庭教育学級へのお誘い

       
岩村コミュニティセンターの主な使⽤予定 
６⽉16 ⽇（⽕） ⼦供⾒守り隊総会  
６⽉20 ⽇（⼟） ⼀斎塾特別公開講座 
６⽉24 ⽇（⽔） ⻘少年育成町⺠会議総会 
６⽉30 ⽇（⽕） うたごえ喫茶 
７⽉        ２⽇（⽊） 教育研修⼩集会説明会 
７⽉  8 ⽇（⽔） 退職教職員互助会総会 
７⽉        ９⽇（⽊） 獅⼦芝居協議会総会 
７⽉12 ⽇（⽇） 恵那てくてくの旅説明会 




