
   

   

 

 

  
 
 
       
 
 
 
 

 

 
     
    

フィンランド⼤学⽣の岩村⾒聞録！13 名の学⽣が来町！                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

広報いわむら 

 

＊恵那地域の染織作品展 

＊2016 ひなまつり情報 

＊おかげまつりアンケート ほか 

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-iwamra.com 

平成 27 年 12 月 21 日発行 №52 

ほっと・ホット・もっと 

ホットいわむらだより

11 ⽉ 28 ⽇（⼟）と 29 ⽇（⽇）、フィンランドのタンペレ応⽤科学⼤学の学⽣ 13 名が岩村町を訪れました。
学⽣達は、アクション・ラーニング・プロジェクトというフィンランド独特の授業の⼀環で 2 週間⽇本に滞在。
東京・京都・⼤阪そして岩村を訪れ、⽇本の⽂化などを学びました。岩村町では特に「こたつ」に⼊ったことが
お気に⼊りだったようで、何でもない事や物が外国⼈にとっては珍しく⾯⽩くあると改めて認識させられました。
（岩村への来町は実践⼥⼦⼤学の三⽥教授・⽩尾教授のご紹介で実現しました） 

2 ⽇間の滞在中、学⽣達は岩村城跡・城下町・農村景観⽇本⼀展望台などを⾒学し、2 ⽇⽬の午後から「外国
⼈⽬線で⾒る岩村町の観光の魅⼒と弱点」「岩村町の英語版ホームページ案」について、それぞれグループに分か
れ、発表をしてくれました。学⽣達の発表・提案の詳細については、次ページにてまとめてご紹介します。 



フィンランド⼤学⽣の岩村⾒聞録  タンペレ応⽤科学⼤学 
  

GROUP1 外国⼈⽬線で⾒る岩村町の観光「魅⼒」と「弱点」 

岩村町の「魅⼒」 岩村町の「弱点」  
☆岩村城跡 ☆お酒（お酒の試飲） ☆こたつ 
☆東京とは違う良さ ☆平和な雰囲気 ☆伝統的家屋 
☆(畳の部屋で)ふとんで寝ること ☆⼤浴場 
☆⽇本では当たり前のことが外国⼈には珍しい 
☆カステーラ 

→フィンランドでは各家庭で作られていている  

★Wi-Fi がない 
★アクティビティー（体験できるところ・もの）がない
★英語の看板が少ない 

→短い⽂章でもいいので、あると良い 

「魅⼒」と「弱点」を整理して、岩村町が取り組むと良いこと  
〇外国⼈⽤のフェイスブックページ（英語）を開設する 
 →観光に来る外国⼈へのちょっとしたアドバイスを掲載する 
〇JAPAN RAIL PASS（外国⼈向けフリー切符）の乗り継ぎ案内 

→新幹線の「のぞみ」には乗れない切符。外国⼈は「ひかり」「こだま」の時間を調べるのに⼤変苦労する 
→東京・京都・⼤阪などの⼤都市からの乗り継ぎ時刻を⽰したページを⽤意すると良い 

〇インスタグラムに投稿する（英語）･･･＃ハッシュタグで IWAMURA とつけて投稿 
 →IWAMURA で検索すると岩村の情報として登録（掲載）した情報が表⽰されるようになる 
〇３つのパッケージで岩村町を PR する 
  ①⼼安らぐ（⽥んぼ・農村景観） ②歴史的建造物（城・⽊村邸ほか） 
  ③伝統的なもの（⼥城主の歴史、こたつ、酒、お茶、着物を着る体験）  

 

GROUP2 岩村町の英語版 WEB ページについて     番外編「ジオキャッシング」 
 

〇外国⼈向けはシンプルな作りが良い 
〇TOP ページは特にシンプルにすると良い 
〇ページには更新⽇を⼊れること 

（いつの情報か分かるように） 
〇外国⼈のコメントを⼊れることが⼤切 
〇30 秒程度のショートムービーがあると良い 
 （30 秒以上では飽きてしまう） 
〇MAP がダウンロードできると良い 
〇（外国⼈の）旅⾏のコツを掲載すると良い 
〇⽂字よりも写真が多い物とすると良い 
 
※後⽇、ホームページのレイアウト案が学⽣
より送られてくることになっています！ 

 

学⽣が岩村城跡で発⾒した「お宝」。 
世界規模の宝探しゲームのお宝が岩村城跡にありまし

た。興味のある⽅は「ジオキャッシング」で検索してみて
下さい。 

→
→ 
→ 
→ 
→ 



   

2016 いわむら城下町のひなまつり情報 
〜ボランティアスタッフ⼤募集〜  

平成 28 年 3 ⽉ 1 ⽇（⽕）から 4 ⽉ 3 ⽇（⽇）までの 1 ヶ
⽉間、春の恒例⾏事となった「いわむら城下町のひなまつり」
が開催されます。 

 
                                                            
今回も、地域の⼿作りイベントとしてお客様に楽しんで頂け

るよう、いわむら城下町のひなまつり賑わい構想委員会が準備
を始めました。構想委員会では、⼀緒にひなまつりを盛り上げ
たい⽅やお⼿伝いをして下さる⽅を募集しています。 

あなたの得意分野や興味ある部分でのご参加も OK です。      
恵那地域の染織作品展 
〜岩村に関係した作品が多数出品・展⽰〜          

恵那⽂化センター展⽰室にて「恵那地域の染織作品展」が開
催されます。 

この作品展は、岩村の産業遺産（上町の「吉岡屋」の染織）
の掘り起しに由来して開催され、岩村に関係した作品が多数出
品、展⽰されます。是⾮、ご来場ください。           
⽇時：平成 28 年 1 ⽉14 ⽇（⽊）から 17 ⽇（⽇） 

10:00〜17:00 
（最終⽇のみ 16:00 まで） 

       

恵那市読書活動推進事業⽂化講演会 
染織史家 吉岡幸雄⽒が語る 

光源⽒が愛した⾊

主催：岩村の歴史と⽂化と未来を語る染織プロジェクト お問い合せ：090-4798-0798（⽥⼝）       
元気発信事業講演会〜観光まちづくり講演会〜        

１2 ⽉ 10 ⽇（⽊）、岩村振興事務所
にて、株式会社ことほぎ 代表取締役 
⽩駒妃登美さんをお招きし、「観光資
源・佐藤⼀斎を活かしたまちづくり」と
題して講演会が開催されました。 

⽇本を語るには歴史を知ることが⼤
切。佐藤⼀斎の記した⾔志四録は幕末の
⼤ベストセラーで、幕末の志⼠達のバイ
ブルとなった。佐藤⼀斎を顕彰し、⼀斎
を語れる⼈づくりにより、その語れる⼈
⾃体が観光資源となる。などなど、貴重
なお話をお伺いすることができました。     

ゑびすまつり〜岩村に新年の訪れ〜     
新年の訪れ。 
1 ⽉ 8 ⽇午前零時か

らの神事のあと、無病
息災・家内安全の神符
（有料）が配布され、
参拝者には御神酒も振
舞われます。 

また、岩村町本通り
は遊歩道となり、商店
街には屋台が並び町内
外から多くの⼈⼿で賑
わいます。 

 
 

   
2016 いわむら城下町のひなまつり 

イベントスケジュール【予定】  
⽇にち 曜⽇ イベント

3 ⽉ 6 ⽇ ⽇ オープニングイベント 
鍋まつり 

13 ⽇ ⽇ がんどうちラリー 

20 ⽇ ⽇ 恵那・岩村まちなか市 
春のクラフトフェア

26 ⽇ ⼟ 
城下町⾳楽祭 
宵のひなまつり 
ビアフェスタ 

27 ⽇ ⽇ ひなの祝宴（結婚式） 

染司よしおか「吉岡幸雄」作品展 同時開催 

平成 28 年 1 ⽉ 17 ⽇（⽇） 13:30〜15:30 
恵那⽂化センター集会室 
⼊場無料 ※⼊場整理券が必要です 
主催：恵那市中央図書館・図書館サポーターえな 

京都「 染司よしおか」 五代⽬当
主として、源⽒物語千年紀にあた
り、源⽒物語の⾊五⼗四帖を再現
し、京都府⽂化賞功労賞受賞。平
成⼆⼗⼆年には、⽇本古来の染⾊
法による古代⾊の復元、など幅広
い分野への貢献が認められ、第
58回菊池寛賞受賞。著書多数。 

12 ⽉ 15 ⽇(⽕)〜28 ⽇(⽉)まで

お買い物 300 円にて補助券１枚。10 枚で１本抽選。
抽選期間：12 ⽉ 27 ⽇（⾦）、28 ⽇（⼟）の⼆⽇間 
抽選場所：本町五丁⽬「紀岡様宅」 
問合せ：恵那市恵南商⼯会岩村⽀所 電話 43-2636 

岩村町商店会 



 
2015 いわむら城下おかげまつりアンケート（アンケート総数 172） 

11 ⽉ 1 ⽇に開催された「いわむら城下おかげまつり」のアンケート結果がまとまりましたので、ご報告いたします。

回答者について 
（性別）男性 37.2％ ⼥性 62.8％ 
（年齢）20 歳未満 8.1％ 20 代 4.7％ 30 代 12.8% 40 代 9.3％ 50 代 15.7％ 60 代 30.2% 70 代以上 19.2%

 
（１）おかげまつりの来場回数  （2）お住まいの地域    （３）おかげまつりを何で知りましたか 
  
 
 
 
 
 
 
 
（４）おかげまつりは楽しかったか （5）また岩村城下に遊びに来たいか （６）100 円商店街で商品を買ったか 

とても楽しかった 50.0%  必ず来たい 47.1% 買った 57.6%
楽しかった 39.0%  機会があれば来たい 47.7% 買わなかった 30.8%
普通 7.0%  どちらでもない 2.3%
あまり楽しくなかった 0.0%  あまり来たくない 0.0%
楽しくなかった 0.6%  来たくない 0.0%

 

初めて 59.3% 岩村町 22.7% 広報 16.3%
2 回⽬ 11.0% 恵那市 18.6% チラシ・新聞 26.2%
3 回⽬ 12.2% その他(岐⾩県) 23.3% マイカ 8.1%

4 回以上 16.9% その他 35.5％ 友⼈・知⼈から 20.3%
不明 0.6%  ホームページ 9.9%

   その他 18.6%

おかげまつりの良かった点・悪かった点 
〇いろんな店があって楽しい 
〇お店の⽅が優しい 〇⼈々のもてなしの⼼が暖かい 
〇スタンプラリーが楽しい 
〇七輪焼きが良かった  
〇⾊々⾷べれて、太⿎も聞けて、⾊々⾒学して楽しかったです  
〇⾊々の品物があり、たくさん買えました   
〇古い時代の物がよく維持されていてびっくりしました 
〇とにかく楽しい、⼼が安らぐ 〇こじんまりとして良かったです  
〇⾊々なお店が出ていて楽しかったです  
〇岩村町の活性化のためには⼤変素晴らしい祭りだと思います 
〇のどかでイベントがないときもおまんじゅうを⾷べに来ます 
〇⾒るものが多数あり、情緒があって良かった 
〇⾊々なイベントがあり楽しいです  
〇たくさんの品と野菜などを楽しく⾒させてもらった 
〇町並みが⾵情があって良かった 
〇近いところで楽しめて、⼦どもが安⼼（⾞が来ない） 
〇動物園があったこと 
△お値打ち品が多いです（野菜のブースが少なかったかな） 
×主⾷が少なかった 
×スタンプラリーの⽤紙がなくなっていた（15 時までなので午後の分もあると良い） 
×駐⾞場が少ない 
×スタンプラリーの押印場所をわかりやすくしてほしい  
×もっとイベントがあると良い（ダンスなど）  
×ちょっとゴミを捨てる場所が欲しい 
×野菜がもっとあるかと思った  
×年寄りは休むところが⾒当たらなくて⼤変でした 
×もっと地のものがあれば ×道順をもっとわかりやすくお願いします  

ご報告 
おかげまつりアンケートに御協⼒頂い
た回答者のなかから抽選で 5 名様にホ
ットな⽥んぼで⼦どもたちが作った
「あんじゃ⽶」をお送りしました！



１     １    
恵那市観光協会岩村⽀部からのお知らせ     
町屋施設をご利⽤ください          
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

現在、⽊村邸資料館・⼯芸の館⼟佐屋・江⼾城下町の館勝川家・
いわむら美術の館柴⽥家・岩村藩鉄砲鍛冶加納家のすべての町家活
⽤施設は、無料で⾒学することができ、各町屋施設には、親切丁寧
に説明をしていただける管理⼈さんがみえます。 

また、展⽰会、個展などにも利⽤できます。 
この機会にぜひ町屋活⽤施設を訪ねてみてはいかがですか…。 
       

(⼀社)恵那市観光協会岩村⽀部 TEL 4３-3231          
いわっこクラブ活動紹介       
11⽉1⽇（⽇）の活動は「いわむら城下おかげ

まつり」に参加！⼦どもたちと城下町ホットいわ
むらがコラボして作ったお⽶「あんじゃ⽶」を使
って、五平餅やポン菓⼦を作る体験コーナーや、
いわっこクラブからは、しめ縄でのお正⽉飾りを
作るコーナーを設けました。とってもおいしい五
平餅やポン菓⼦、個性豊かなお正⽉飾りができま
した。いわっこクラブの⼦たちはもちろん、多く
のお客さんも⼀緒に楽しんでくれました。 
11 ⽉ 16 ⽇（⽉）の活動は、ミラクル体験☆サ

イエンス！いろいろな形のブーメランを作って遊
びましたよ。材料は紙ならなんでもＯＫ！⼯作⽤
紙やハガキ、わら半紙などを使いました。紙を切
ってホチキスで⽌めたらできあがり。体育館でい
っぱい⾛り回って、いっぱい⾶ばして楽しみまし
た。 

 

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 

ポン菓⼦を作ろう！ 

五平餅焼き体験 

いわむら城下おかげまつり 

クラフトも⼤⼈気！ 

ミラクル体験☆サイエンス！ 

ブーメラン作り ⾶ばすぞ〜！ 

⽊村邸 加納家 

⼟佐屋 

柴⽥家 

勝川家 



１ 
いわむら歴史再発⾒ vol.24  

⼆つの⽯材店が競作した天王⼭と偕楽⼭の五輪塔 
 
 前回紹介したように、天王⼭と偕楽⼭にある⼆つの⼤型五輪塔
は、どちらも寛永３年（1626）に完成しました。紀年銘は１カ⽉
ずれていますが、これは落成法要の⽇（通常は命⽇に合わせる）で
しょうから、実際には同時に発注、製作されたものです。普通なら
同じものを⼆つ作るはずですが、実際に⼆つを⽐較してみると、形
がずいぶん違うことに気付きます。 
 図をご覧ください。左が天王⼭経塚、右が偕楽⼭経塚です。五輪
塔は、下から順番に台座、地輪、⽔輪、⽕輪、⾵空輪の５つのパー
ツを積み重ねてできています。台座は反花座といって、蓮の花をデ
ザイン化した装飾が彫られています。うろこのようにみえるのは花
びらで、左は 10 枚、右は３枚を並べています。地輪には紀年銘や
法名が彫られてます。⽂⾯は同じですが、左は５⾏、右は３⾏書き
にしています。⾵輪は右の⽅が扁平です。空輪は塔の屋根を模して
いますが、軒のラインが左は直線的、右は円弧を描いています。 
 このような違いはどうして⽣まれたのでしょうか。例えば皆さんがお墓の⽯塔を造るときは、⽯材店に宗派や銘⽂、
墓地の広さや予算など必要な事項を伝えたら全体の設計はお任せ、パーツにこだわる場合でも、⽯材店の提⽰するいく
つかの提案から選ぶという⽅が多いのではないでしょうか。その結果、同じ⽯材店の造った⽯塔はよく似た形になりま
す。逆に同じ構成の⽯塔でも、⽯材店により形が違ったものになります。 
 ⼆つの五輪塔の場合も同じだと考えられます。発注主（おそらく藩主かその近親）は別々の⽯材店に造⽴を命じ、製
作を競わせたのです。 
 岩村ではこの後、７個所の経塚と乗政寺⼭墓地に合計 11 基の⼤型五輪塔が造⽴されます。これらを形で分類すると、
天王⼭と偕楽⼭、⼆つのグループにきれいに分けることができます。どうやら⼆つの⽯材店の腕前は優劣がつかず、２
店ともそのまま岩村藩の御⽤達となったようです。 

（恵那市職員 三宅唯美）       
 
 

                      
「職場体験学習」  
 １０⽉６⽇（⽕）から８⽇（⽊）の３⽇間、２年⽣
の職場体験学習を実施しました。町内の２１事業所の
ご協⼒により、⼦どもたちがそれぞれの将来を考える
ための⾜場となる貴重な体験の場を与えていただきま
した。  

写真は、千代⽥電⼦⼯業（株）様において、１本１
万円という値が付いている電⼦機器ケーブルの仕上げ
の過程を⾏っている男⼦⽣徒の様⼦です。取り付け箇
所が間違っていたり、取り付けが不完全であったりす
ると、何千万円もする医療機器が故障してしまうよう
な事故にもつながるという説明を事業所の担当者の⽅
から聞かせていただきました。男⼦⽣徒のとても真剣
で緊張した表情がそこにはあります。彼の⼈⽣におい
て、これまでに経験したことのないような、まさに⼤
仕事であったのではないでしょうか。  
 その他の事業所においても、職場ならではの緊張感や疲労感、物に対するありがたみ、そして、共に働く喜び等々、
普段の学校⽣活の中ではなかなか味わうことができないようなものを感じることができる貴重な場をご提供いただきま
した。地域の⼤きな⽀えの中で学び育つ⼦どもたちであることを実感いたしました。 

ご協⼒頂いた各事業所様、誠にありがとうございました。 
      

今⽉は 

岩⾢中学校
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！ 



１ 
１ 

こんにちは！恵那特別⽀援学校です 

１１⽉６⽇（⾦）、７⽇（⼟）に当校の学
校祭「知新祭」を⾏いました。１１⽉６⽇（⾦）
は、児童⽣徒によるステージ発表、翌７⽇（⼟）
は、児童⽣徒のステージ発表に加え、中学部
⽣徒、⾼等部⽣徒による「ロックビレッジバ
ザール」を催しました。岩村町のみなさんを
中⼼に地域の⽅々が多く訪れてくださり、今
年も盛⼤に⾏うことができました。 

次回の「ロックビレッジバザール」は、２
⽉４⽇（⽊）、５⽇（⾦）に岩村振興事務所
で、６⽇（⼟）はバロー恵那店で⾏う予定で
す。 

詳しくは、本誌次号でお知らせいたします。 
 

【「知新祭」のステージ発表の様⼦】 
 

            
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１２⽉・１⽉の予定をお知らせします〜 
 
◎美容・健康トレーニング 

１２⽉２１⽇（⽉）、１⽉１３⽇（⽔） 
１3：３０〜１５：００ 
 

◎毎週⽕曜⽇には 
「親⼦遊びの場」の開設 

１⽉１２⽇（⽕） 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） 

１⽉１５⽇ 午前 10：30〜 新年会 
参加費１，０００円   

     
 

お問い合わせ：恵那市社会福祉協議会岩村⽀所 紀岡・⻄尾  

                
〜平成２７年〜 
１２⽉２２⽇(⽕) 第２学期 終業式 
 

冬休み 
１２⽉２３⽇(⽔)〜１⽉７⽇（⽊）まで 

 
〜平成２８年〜 
 
１⽉ ８⽇(⾦) 第３学期 始業式 
  １９⽇(⽕) 授業参観⽇ 
  ２３⽇(⼟) 成⼈を祝う会(卒業⽣同窓会) 
 
２⽉ ４⽇(⽊) 「ロックビレッジバザール」岩村振興事務所
   ５⽇(⾦) 「ロックビレッジバザール」岩村振興事務所
   ６⽇(⼟) 「ロックビレッジバザール」バロー恵那店 
  １８⽇(⽊) 平成２８年度 ⾼等部⼊学選考検査（午前）

１８⽇(⽊) ⼩学部・中学部⼊学説明会（午後） 
  ２５⽇(⽊) ⾼等部合格発表・合格者説明会 
 
３⽉ ４⽇(⾦) ⾼等部卒業証書授与式  
  １７⽇(⽊) ⼩学部・中学部卒業証書授与式 
  ２４⽇(⽊) 平成２７年度修了式 
  ２５⽇(⾦) 学年末学年始め休業⽇ ４⽉７⽇（⽊）まで
 

【３学期の予定】 

遠⾜・紅葉⾒物 
いっしょにいこまい会（Ｈ27.11.６） 



         
       
 
 
 
 

『チョット昔の想い出話』 
  ⼩泉⾸相と佐藤⼀斎と岩村（その三）     
              佐藤⼀斎顕彰会・いわむら⼀斎塾 鈴⽊隆⼀ ＋     

平成14 年１⽉26 ⽇（⼟）午後１時。 
「佐藤⼀斎⽣誕２３０年記念第６回⾔志祭〜佐藤⼀斎まつり〜並びに佐

藤⼀斎翁銅像除幕式」の開式です。 
 全国から集まった⼀斎ファン約３００名。式が始まる頃サーッと数分間
の⾬に⾒舞われましたが、式典は粛々と進みます。深萱顕彰会会⻑、⼭上
町⻑、作家の神渡⽒などによる除幕により被っていた⽩い布の中から佐藤
⼀斎像が現れました。 
 渡辺崋⼭の弟⼦椿(つばき)椿⼭(ちんざん)が描く肖像画（岩村歴史資料館蔵）をモデルに岩村在住の彫刻家⽯⽥昇さん制
作の坐像です。蛭川産の岩のような⼤きな⽯の上にどっしりと座り、かつて江⼾の昌平黌で⻁の⽑⽪に正座し、右膝の上
に扇⼦を⽴て左には脇差を⽴てて講義をしたという⼀斎先⽣の姿が現れました。台座の前⾯には、「佐藤⼀斎翁像 内閣
総理⼤⾂ ⼩泉純⼀郎謹書」の銅版がはめ込まれております。 
 顕彰会会⻑の式辞、⼩泉⾸相の祝辞（森本秘書官代読）などの他、この⽇の為に放送作家丸⽬狂之介さんに作詞作曲を
依頼し出来上がった「讃歌 佐藤⼀斎今ここに」の発表と舞踊の披露も⾏われました。 
 以来、毎年１０⽉末に⾏っている「⾔志祭〜佐藤⼀斎まつり〜」では、公⺠館講座で学んでいる舞踊、童謡を歌う会、
詩吟、書道などの会員の皆様にもご協⼒いただき、会を盛り上げていただいております。 
 続いて午後２時３０分から岩村⾼等学校（当時）体育館で記念講演会を開催しました。 
寒い会場でしたが、作家の童⾨冬⼆さんが「⼀斎の歴史上の役割及び影響」、神渡良平さんが「⼀斎が個の確⽴に求めた
訓え」と題して、歴史作家の豪華⼆本⽴ての講演をしていただきました。 
 午後５時３０分からは、公⺠館で地元や遠来の⽅々を交え交流会を⾏い銅像の完成をお祝いすると共に参加者の親交を
深めました。 
 翌１０⽉２７⽇（⽇）、前夜遅く⽕事騒ぎがあり会場を⼀部変更しましたが、町なかに五か所会場を設け「いわむら⼀
斎塾」を開催しました。 
 ⽊村邸⼆か所、⼟佐屋、神⾕塾、本四公会堂を会場に、午前・午後⼆回に分け⼤学教授や企業経営者などの⽅を講師に
講義が⾏われ、どの会場も⼈が溢れるくらいの⼤盛況で、今の「いわむら⼀斎塾」の源流になりました。                   

「岩村町民展」及び「岩村文化芸能発表会」の開催について      
今年度の町民展及び文化芸能発表会は、来春の下記のとおりに開催する事となりましたのでお知らせします。          

〇町    民    展 平成28年3月19日（土）～20日（日）       
〇文化芸能発表会  平成28年3月20日（日）             

募 集 時 期 ： 町民展・文化芸能発表会共に 平成28年1月31日（日） 

町民展運び込み ： 平成28年3月18日（金） 

 

 

 

    

 

お願い 岩村コミュニティセンター駐⾞場を「バス旅⾏」や「待ち合わせ」等で⻑時間駐⾞利⽤される場合、事前
に岩村コミュニティセンター及び岩村福祉センターへ問合せをして指⽰を受けてください。 

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

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION 

主な岩村コミュニティセンターの使⽤予定     
（１２⽉〜１⽉）      

1 ⽉14 ⽇（⽊）⼦育て⽀援センター

平成27 年１２⽉1 ⽇現在の⼈⼝・世帯表 
総数 5,206 ⼈ （▲６） 〈▲79〉

男性 2,500 ⼈ （▲３） 〈▲46〉

⼥性 2,706 ⼈ （▲３） 〈▲33〉

世帯 1,890 世帯 （▲１） 〈＋6〉

（ ）内は前⽉との⽐較〈 〉は前年同⽉⽐ 
 

岩村コミュニティセンター
年末・年始休館について 

12月26(土)～1月6(水)まで

akihiro_kondou
長方形
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