
   

   

 

 

  
 
 
       
 
 
 
 

 

 
 

           
 ホットいわむらだより おかげさまで 50 号！！                   

9.23 みんなで歩こう農村景観⽇本⼀「秋のふれあいウォーキング」     

                   
９⽉ 23 ⽇（秋分の⽇）、すがすがしい秋晴れのなか「みんなで歩こう農村景観⽇本⼀ 秋のふれあいウォー

キング」が開催されました。 
 ふるさと富⽥会館を発着点に全⻑ 7.3 ㎞のお堂めぐりコースと全⻑ 9.7 ㎞の⼤円寺コースが設定され、遠く
は⼤阪府・静岡県・三重県などから約 500 ⼈が参加し、⻩⾦⾊に染まり⽥舎情緒あふれる農村景観の中を思い
思いに歩きました。 
 各コースのチェックポイントとなった「茅の宿とみだ」では、地元産の巨⼤カボチャ３個の総重量を当てる
クイズが実施されました。 

ゴールイベントでは、岩村城⼥太⿎による演奏や椎茸の直取り詰め放題など楽しいアトラクションが充実。
イベントの締めくくりには地元産の⽶や野菜が当たるお楽しみ抽選会が⾏われ、開場から歓声が上がるととも
にため息がもれました。 
 参加者は農村景観⽇本⼀の富⽥地区をのんびり楽しみ、ウォーキング⼤会を満喫されたようでした。 

広報いわむら 

 

＊いわむら城下おかげまつり特集 

＊学校を飛び出して「岩村の子どもアート展」 

＊いわむら版 enaka！体験プログラム募集！ 

＊9/24 地域懇談会（コミセン移転問題等） 
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おばけかぼちゃの重量当てクイズ 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

会場案内図 

まんぷく横町 

こども横町 

七輪横町 

スタンプを全て集めて商品 GET！ 
※スタンプ帳配布：岩村駅 

 参加無料 

先着 

３００名 

☆ポン菓子（無料） 

ポーンと大きな音にびっくり！？懐かしい味ににっこり 

☆移動動物園（入場料 200 円えさ代 100 円） 

本物の動物たちとふれあってみよう！ 

☆五平もち作り体験（100 円） 

いつも食べている「五平もち」を自分で作れば味も格別 

☆わたがし（50 円） 

ふわふわできれいに丸められるかな！？ 

☆ストラックアウト（12 球 100 円） 

スポーツの秋！君のバツグンのコントロールで景品をゲット！ 

（恵那市スポーツポイントカード「むぎゅポイント」対象行事） 

●庚申堂前 
中津川市「⼭紫⽔明太⿎保存会」 
中津川市「安岐太⿎」 
中津川市「苗⽊城太⿎」 
岩村城⼥太⿎ 

本通りの商店街で各店が 100 円の商品を
販売します。お得なものから掘り出し物まで！

●⼩林家改修⾒学会 
●N ゲージ（鉄道模型）…勝川家 
●軽トラ市（野菜直売）、フリマ 
●防災消防パレード 

 弘法屋上出発〜庚申堂前で演奏 9:30〜 
●もちつき 巌⾢天満宮 11:00〜 
●もちなげ 庚申堂前 14:50〜 
●ハイレゾ体験（レコード）･･･安⽥邸

おいしい⾷べ物が盛りだくさん 

おいしい⾷べ物が盛りだくさん 

にぎわい横町 

主催：2015 いわむら城下おかげまつり実⾏委員会 
                お問合せ：岩村振興事務所 電話 43-2111 



１       
学校を⾶び出して「岩村の⼦アート展」      
 10 ⽉ 31 ⽇（⼟）から 11 ⽉ 15 ⽇（⽇）まで、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園
児・児童・⽣徒が作製した絵や⼩物などの作品が、学校を
⾶び出して岩村本通りの各所で展⽰されます。       
 
 
 
 
 
 
 
 
              

普段は学校の校内でしか⾒られないもので、広く町⺠の
皆様⽅にご覧頂きたいと企画しました。 

この機会に園児・児童・⽣徒の作品をぜひご覧ください。
作品の展⽰場所は以下のとおりです。        
〇ヌマダ洋品店様   〇京屋家具店様 
〇勝川哲男様宅    〇勝川家   〇⽴花屋様       

 ご不明な点などございましたら、下記まで
おたずねください。 

 
☆岩村町地区別計画 ⼦育て部会 

事務局：岩村振興事務所 吉村 電話 43-2111 
 

いわむら版 enaka！体験プログラム募集      
 岐⾩県の主要観光地誘客事業の補助⾦を活⽤して、平成
27 年度・平成 28 年度の⼆年間、主に観光客を対象とした
体験プログラム（観光客が楽しめる体験メニュー）の開発
に、実⾏委員会を組織して取り組むこととなりました。 
（enaka！とは恵那・中津川地域の体験プログラムをまと
めたイベント。詳しくはウェブサイトでご確認ください。）
http://ohemaga.com/enaka またはえなかで検索。 
 
 
 
 
 
 

9 ⽉ 25 ⽇には、プログラムの開発（いわむら版 enaka！
の開催）に向け、ワークショップを開催し、約 30 名の⽅々
に参加をして頂きました。第 1 回の実⾏委員会は 10 ⽉ 16
⽇（⾦）19 時 30 分から岩村振興事務所で開催されます。

つきましては、体験プログラムの提供について”我こそ
は“という団体さん・個⼈がお⾒えになりましたら、下記
の事務局までご連絡ください。詳しい趣旨や補助⾦の利⽤
の⽅法などをご説明させて頂きます。        
（体験プログラムの例） 
・⽊⼯体験 ・農業体験 ・岩村城跡体験ツアー 
・郷⼟料理づくり体験 など       

事務局：岩村振興事務所 近藤 電話 43-2111 

        
いわむら郷⼟読本総括編 11/1 発売      
 11 ⽉ 1 ⽇（⽇）、いわむら城下おかげまつりにあわせて
「いわむら郷⼟読本総括編」が発売されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

この本は、これまで発⾏された「歴史掘りおこし読本」
の続編（第４巻⽬）にあたり、 ”古屋家の⻑屋⾨は岩村
城の払い下げによるものである” などの歴史読本で取り
上げることが出来なかった史実がまとめられています。 

2016 ひなまつりの準備はじまる      
 10 ⽉ 21 ⽇（⽔）、2016 第 1 回いわむら城下町のひな
まつり賑わい構想委員会が開催されます。来春のひなまつ
り開催に向け、準備が本格化します。2016 春は 14 回⽬
の開催となります。 

2012 年秋にはじめて賑わい構想委員会が発⾜し、2013
春にまつりが⼤幅にリニューアルしました。2016 春もこ
れまでの歴史を⼤切にしながら、新しい挑戦をしていきた
いと思います。 

 
 
 
 

 
募集！ひなまつりの新企画と裏⽅さん 

ひなまつりに企画段階から携わってみたい⽅、いいアイ
デアをお持ちの⽅、裏⽅としてひなまつりを創ってみたい
という⽅を広く募集します。 

下記の⽇程で構想委員会を開催しますので、お気軽にご
参加ください。また、会議には出席できないけれど、参加
してみたい⽅は、下記までご連絡ください。        
⽇時：平成 27 年 10 ⽉ 21 ⽇（⽔）19:30〜 
場所：岩村振興事務所 2 階 和室       

☆いわむら城下町のひなまつり賑わい構想委員会 
事務局：岩村振興事務所 近藤 電話 43-2111 

      E メール akihiro_kondou@office.city.ena.gifu.jp 
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平成 27 年度岩村町地域懇談会開催   

9 ⽉ 24 ⽇（⽊）、台⾵の影響で延期となっていた「岩
村町地域懇談会」が開催されました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ⾏政から、第 2 次恵那市総合計画について、恵那南地
区中学校の再編について説明があり、岩村地域協議会か
らは地域計画の策定状況について報告がありました。 
 地域協議会から⾏政への質問は、 

①岩村振興事務所移転について 
②中学校の再編問題について  

１．阿⽊の中学校を統合の枠に含める提案 
２．地域特性的な活動継続できる体制担保 

（岩村町の雅楽・中⼭太⿎など） 

  
3.通学における明知鉄道のスクールバス的な利⽤ 

 の四点でした。 
  

それに対する市の回答（要旨）は、以下のとおりです。
 
①振興事務所の移転問題 

（回答）岩村コミュニティセンターの機能を振興事務所
に統合する形（岩村コミュニティセンターが現在
の振興事務所に移転する）で調整しており、振興
事務所の⼤改修を⾏う⽅向で進んでいる。 
改修後は１階東側の⼀部を観光客のレストスペ
ースあるいは物販スペースとすることを検討し
ている。 
移転後のコミュニティセンター跡は、恵那市の歴
史資料館とする案を持っている。 

②中学校の再編問題について 
 １．阿⽊の中学校をも統合の枠に含める提案 

（回答）技術的には可能。⽅法としては組合を設⽴する
⽅法と負担⾦をもらう形でできる。 

  ２．地域特性的な活動継続できる体制担保 
（回答）統合後も、積極的に⾏いたいと考えている。 
 
 その他、⼀般参加者からの質問は、中学校の再編問題
に関する関⼼が⾮常に⾼く、このことについて質問が集
中しました。メリット・デメリットについて参加者の⽅々
のそれぞれの視点から質問・意⾒が出されました。 
         

10/5 明知鉄道協⼒会の草刈り作業 
10 ⽉ 5 ⽇（⽉）、岩村町明知鉄道協⼒会と岩村ライオン

ズクラブの合同で、明知鉄道沿線の草刈り作業が⾏われ、
総勢 24 名が参加しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
この草刈り作業は、毎年 10 ⽉の初旬に⾏われています。
当⽇は少し汗ばむくらいの秋晴れで、岩村駅から⼭岡⽅

⾯を岩村町明知鉄道協⼒会で、恵那⽅⾯を岩村ライオンズ
クラブが担当し、草刈機や鎌などを使い、沿線の草刈りを
⾏い、沿線の環境整備に貢献しました。 

作業に参加した皆さんは、 
「地域の⾜をみんなで守るために」 
「明知鉄道が安全に運⾏していただけるように」 
「⽇頃、お世話になっている明知鉄道にお返しを」 
と、汗を流して頂きました。 
 

 

ホットな⽥んぼで昔ながらの稲刈り体験  
9 ⽉ 26 ⽇（⼟）、親⼦連れ 50 ⼈が参加して富⽥地区内

のホットな⽥んぼで「昔ながらの稲刈り体験」が⾏われ
ました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
城下町ホットいわむらでは、⼀年を通して、⽇本古来

の⽶作りの⽅法を実践する⽶作り体験を⾏っています。
平成 20 年から毎年開催しており、今年で 8 回⽬となりま
した。（体験活動は年間 3 回：⽥植え、稲刈り、収穫祭）。

保育園児・⼩学⽣の親⼦に加え、岩⾢⼩学校の放課後
クラブ「いわっこクラブ」も参加してくれました。 

20a の⽥んぼに実ったコシヒカリを、機械ではなく昔
ながらの⼿作業で稲刈りしました。 

ホットな⽥んぼでとれたお⽶は、11 ⽉１⽇（⽇）に開
催される「いわむら城下おかげまつり」で販売されます。
 



１     １    
恵那市観光協会岩村⽀部からのお知らせ 
岩村の観光ガイドはお任せください！       

(⼀社)恵那市観光協会岩村⽀
部には、観光客のおもてなしの
⼀環として、有料ですが、観光
ガイドがそろっています。 

例年、１００団体以上、３，
０００⼈以上の観光客のみなさ
まに、岩村の名所・旧跡、歴史
など、パンフレットには記載さ
れてない歴史秘話などを交え、
まごころ込めてご案内していま
すので、ぜひご利⽤ください。 
 
○ 町並み案内 

  ２,０００円（９０分位） 
○ 岩村城址案内 

2,５００円 
○ 町並み・岩村城址案内 

３,５００円 
※それぞれガイド１名につき                    

(⼀社)恵那市観光協会岩村⽀部 
TEL 4３-3231 
ＨＰ  http：// iwamura.jp Ｅ－mail   kankou @ iwamura.jp                 

社会福祉協議会岩村⽀部からのお知らせ 
〜福祉センターの１０⽉・１１⽉の予定をお知らせします〜               

◎美容・健康トレーニング 
10 ⽉ 28 ⽇ １３：３０〜１５：００  

◎「親⼦遊びの場」の開設 
（毎週⽕曜⽇） 

１０⽉２０⽇ 絵本の読み聞かせ 
１０⽉２７⽇ ⼯作 
１１⽉１０⽇ クッキング       

◎いっしょにいこまい会 
６５歳以上の岩村町にお住まいの⽅なら
どなたでも参加できます。（申し込み必要） 

１１⽉６⽇ 遠⾜ 
【⾏き先】 お楽しみ♪ 
【参加費】 1,000 円  

◎岩⾢中学校福祉体験 
１１⽉２⽇ 

⾼齢者疑似体験や点字体験を岩⾢中学校１年⽣ 
が毎年⾏っています。 
体験の後にロビーコンサートで素敵な歌声を、 
デイサービスの⽅々も招いて聞かせてもらいます。 

 

可愛い園児たちとの交流会！ 
（いっしょにいこまい会Ｈ27.9.11） 

問い合わせ：恵那市社会福祉協議会岩村⽀所 ⻄尾 



１ 
いわむら歴史再発⾒vol.22 「⼟岐⾨の由来」 〜岩村城の謎シリーズ（２）〜       

岩村城の⼤⼿⼆之⾨は「⼟岐⾨」と呼ばれています。岩村城主が⼟岐
⽒と戦って勝利し、城⾨を奪ってこの⾨にしたところから「⼟岐殿⾨」
と呼ばれたと伝えられています。この伝説にはどの程度の信憑性がある
のでしょうか。今 回は「たられば」の話ですが、「もし⼟岐⾨が移築さ
れたものだとしらいつどこの城から持ってきた可能性が⼀番⾼いか」を
考えてみたいと思います。 

 まず、天正３年（1575）以前、遠⼭⽒・秋⼭⽒時代の可能性です
が、当時は近世岩村城とはまったく構造が違う⼟の城でした。続く河尻
秀隆・森忠政時代も、岩村城を本格的な織豊系城郭とした形跡はありま
せん。除外していいでしょう。 

 慶⻑５年（1600）２⽉に⼊封した⽥丸直昌はどうでしょうか。直
昌が岩村城を４万⽯の豊⾂⼤名の居城にふさわしい本格的な⽯垣造り
の城にしようとした可能性は⾼いと考えられます。しかし、わずか半年
間の在城で関ヶ原合戦を迎えていることや、関ヶ原合戦では領内の出城
を活⽤していることから、出城を壊して城⾨を持ってきたとは思えませ 
ん。もちろん近隣と争っている時代ではないので、領外の城から移築したとは考えられません。 

そうすると、関ヶ原合戦後に⼊封した松平家乗による築城の際に移築した可能性が最も⾼いといえるでしょう。この
とき東濃三郡で存続していた城＝城⾨のあった城は、岩村城のほかに８城ありました。苗⽊城、明知城、神篦城（鶴ヶ
城）、⼩⾥城、⾼⼭城、妻⽊城、久々利城、⾦⼭城です。この中で最有⼒候補は神篦城があげられます。 

 神篦城は唯⼀岩村藩領内にあり、家乗が⾃由にできた城です。岩村城の整備を迅速に進めるために、神篦城を破却
して建造物を岩村城に転⽤した可能性は⾼いと考えられます。また、神篦城は⼟岐⽒発祥の⼀⽇市場館（瑞浪市）の詰
城とも⾔われた城で、織⽥信⻑が滞在したこともあります。「⼟岐⾨」と称するにふさわしいといえるでしょう。 

なお、岩村藩は神篦城を廃城とした後、⼭麓に陣屋を構えて下郷代官を置き、⼟岐郡⽀配の拠点としました。     
【お断り】⼟岐⾨の由来はあくまでも伝説です。仮定の話としてお読みください。 

また、この伝説には異説があり「城⼭に⽣息する仏法僧（コノハズク）の鳴き声が「トキトン（⼟岐殿）、トキトン（⼟
岐殿）」と聞こえたことから⼟岐⾨と呼ばれた」ともいわれています（『いわむら昔ばなし余話』）。  

 
 
                                      

 

今⽉は 

岩⾢⼩学校
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！ 

９⽉１９⽇(⼟)に運動会を⾏いました。 
児童会・⾚⽩応援団が中⼼となり、⾃分

たちの⼿で創り上げようと取り組んでき
ました。それぞれの団をまとめていく６年
⽣の姿、係活動の打ち合わせを⼀⽣懸命⾏
う４・５・６年⽣の姿、低学年の精⼀杯声
を出す姿など、練習のなかでそれぞれのよ
さが表れ、当⽇につながりました。「⾃主
性」を⼤切にしてきた今年の運動会。競技
に取り組む姿、係活動や応援する姿から、
⾃分たちで創っていこうとする気持ちが
表れていました。 

また、当⽇まで⽀えていただいた保護者
や地域の⽅々、また、当⽇多くの来賓・地
域や保護者の⽅々の参加により、最後まで
声援していただいたことも⼦どもたちの
励みとなりました。ありがとうございまし
た。この運動会での取り組みが、さらによ
りよい岩⾢⼩学校へとつながって⾏くこ
とを願っています。 

⼟岐⾨を移築したとされる 
飯⽻間徳祥寺の⼭⾨ 



１ 
１        
「いわっこクラブ」で⼦どもたちと⼀緒に遊びませんか？         
いわっこクラブ活動紹介     
 ９⽉７⽇のいわっこクラブは、簡
単に作れるおやつ作りをしました。 

メニューは油揚げのピザ。ピザ⽣
地の代わりに油揚げを使い、ケチャ
ップ・野菜やソーセージ・とろける
チーズをのせて、フライパンで焼き
ました。いわっこのみんなは包丁も
上⼿に使って、とてもスムーズに調
理ができました。箸の作法も教えて
もらったので、忘れないように繰り
返しチャレンジして、⾝につけられ
るといいですね。 

 

11 ⽉ 1 ⽇（⽇）におかげまつり⼦ども横町でいわっこクラブが出店します。ぜひ遊びに来てください！

お問い合わせ まちづくり推進部⽣涯学習課 26-2111（内線 342） 専⽤ダイヤル 090-4400-0771 

  
   

９⽉１２⽇（⼟）、恵那特別⽀援学校、⾼等部が「体育祭」
を⾏いました。 

今回の体育祭では「絆 〜全⼒で仲間とともに〜」をスロ
ーガンに掲げ、⾼等部⽣徒が⼀致団結して、様々な競技や
種⽬に取り組みました。 

午前中は、体育館で各学年やグループで⼯夫を凝らした
種⽬を⾏い、午後からは、グラウンドにて、応援合戦や選
⼿リレー等競技性の⾼い種⽬を⾏いました。また、今年度
から新たに、組体操とフラッグを使ったマスゲームを⾏い
ました。それぞれのグループに分かれて⾼等部⽣徒全体で
取り組み、演技を⾏いました。 
 ⾼校⽣らしい⼒のこもった競技や、⽣徒みんなで⼒を合
わせて取り組んだ演技に、来校されました来賓の⽅や地域
の⽅、保護者の皆様から⼤きな声援をいただきました。応
援ありがとうございました。       

「知新祭」のお知らせ
 
 
 
 
 
 
   

１１⽉６⽇（⾦）、７⽇（⼟）に当校の学校祭「知新祭」があります。⼩学部１年⽣から⾼等部３年⽣まで、
演劇や歌唱、演奏等のステージ発表や作品展を⾏う予定です。⾒学⾃由ですので、是⾮ご来校ください。 
 また、７⽇のお昼頃には、お馴染みになりました「ロックビレッジバザール」を体育館下のピロティで開
催いたします。⽣徒が作業学習で製作した作業製品等を是⾮お買い求めください。詳しい内容は、新聞広告
などでお知らせする予定です。        

こんにちは！恵那特別⽀援学校です 

家でも作ってみよう！

おいしい！ 

９⽉２６⽇のいわっこクラブは稲刈
りをしました。５⽉にみんなで植えた稲
を収穫しました。使い慣れていない釜を
使って刈ったけど、みんな上⼿に刈れて
いました。採れたお⽶を、はざかけしま
した。おいしいそうなお⽶がたくさんで
きましたね！ 

たくさん実ったよ！ はざかけの様⼦ 



         
       
 
 
 
 

『チョット昔の想い出話』 
  ⼩泉⾸相と佐藤⼀斎と岩村（その⼀） 
                     佐藤⼀斎顕彰会・いわむら⼀斎塾 鈴⽊隆⼀ 
 もう６年まえになります。 
 平成２１年１０⽉２４⽇、元総理⼤⾂の⼩泉純⼀郎さんが岩村を訪問されました。 
佐藤⼀斎没後１５０年記念「⾔志祭〜佐藤⼀斎まつり〜」へ参列されるためです。 
 国会議員を引退された後のことでしたので秘書らしき⼈が⼀⼈付いてみえただけで、ものものしい警備はありませんで
した。 
 ⼩泉さんと岩村とは縁もゆかりもありませんでしたが、岩村歴史資料館前に建つ佐藤⼀斎の銅像の台座の前にはめ込ま
れている銘板を⼩泉さんが現職の時に揮毫してくださっていました。 
「佐藤⼀斎翁像 内閣総理⼤⾂ ⼩泉純⼀郎謹書」と。 
 ⾃分が書かれた⽂字をニコニコしながらジー⾒たあとで、「前々から岩村へ⼀度来たかった…」と約１０分間の話を切
り出されました。 
 平成１３年４⽉、第８７代総理⼤⾂に就任された⼩泉さんが所信表明で「⽶百俵」の逸話を引⽤されましたが、翌５⽉
に「教育に関する三法案」の審議の際、質問に対する答弁の冒頭で「私の好きなことばに、『少くして学べば、則ち死し
て朽ちず』があります。」と佐藤⼀斎の「⾔志晩録」からの有名な⼀⽂を引⽤され、⼈間は⼀⽣学び続けること（＝⽣涯
学習）が⼤切と訴えられました。 
 これをテレビや翌⽇の新聞で知った佐藤⼀斎顕彰会や当時の佐藤⼀斎研究会の役員が９⽉に⾸相官邸まで出掛け⼩泉総
理に直々⾯会できることになりました。 
     

 

 

 

 

        
 〜♪合同乳幼児学級のお知らせ♪〜 

１２⽉は岩村コミュニティセンター・⼦育て⽀援センターと合同です        
『クリスマス会･⼈形劇』 ほんわかシアターさん   
『話そう・語ろう・我が家の約束』伊藤曜⼦さん              

      〜対象者〜 乳幼児期を⼦育て中の親御さん・ご兄妹(⼩学⽣)・ 
       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♪        

※当⽇、⾶び込みの御参加はご遠慮下さい 
ご不明な点は⼦育て⽀援センターへ 

開催⽇： 12 ⽉17（⽇）（9：30〜10：00 受付） 午前１０時開始 
場 所： 岩村コミュニティセンター・2F ⼤会議室・⼤ホール 

 

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

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION 

図書室閉鎖⽇のお知らせ 
１０⽉２３⽇（⾦）は、蔵書

の総点検⽇となっています。 
このため、図書室は終⽇閉鎖

しますのでご迷惑をおかけしま
すがよろしくお願いします。 

⻘少年育成町⺠会議主催・おかげ祭り協賛「餅つき」 
１１⽉１⽇（⽇）開催の「おかげ祭り」では、恒例
の⻘少年育成町⺠会議ＰＲの餅つきを⾏います。無
料で搗きたての餅を無料で配布します。 
是⾮お⽴ち寄り下さい。場所は新町の天満宮前で
す。時間は１０時〜１１時です。早い者勝ちですよ!! 

主な岩村コミュニティセンターの使⽤予定
（10 ⽉〜11 ⽉） 
10 ⽉18 ⽇（⽇）⾼校⽣の為の町中ｵｰﾌﾟﾝｶﾚｯｼﾞ 
10 ⽉20 ⽇（⽕）シルバー⼈材センター⼥性親睦会 
10 ⽉21 ⽇（⽔）JA 東美濃健康⼀般検診 
10 ⽉24 ⽇（⼟）⾔志祭特別公演 
11 ⽉ １⽇（⽇）くわのみ研修会 
11 ⽉14 ⽇（⼟）ＰＴＡ⺟親委員会 親⼦ｸｯｷﾝｸﾞ 
11 ⽉14 ⽇（⼟）⾔志四録講読会 

平成27 年10 ⽉1 ⽇現在の⼈⼝・世帯表 

総数 5,208 ⼈ （+2） 〈▲86〉

男性 2,510 ⼈ （+4） 〈▲46〉

⼥性 2,698 ⼈ （▲2） 〈▲40〉

世帯 1,889 世帯 （▲17） 〈＋3〉

（ ）内は前⽉との⽐較〈 〉は前年同⽉⽐ 




