
   

   

 

 

 

 

 

 
 
 

岩村に春の訪れ また逢えたね いわむら城下町のひなまつり 
      

春の⾜⾳が少しずつ近づいてきました。暖かくなると、⼼も穏やかになる気がしませんか？ 
 3 ⽉ 1 ⽇（⽕）から 4 ⽉ 3 ⽇（⽇）までの約 1 ヶ⽉間にわたり「いわむら城下町のひなまつり」が開催さ
れます。待望の春の訪れです。 

今年のテーマは、出逢いとふれあい、おもてなしを⼤切にしたいと「また逢えたね」に決まりました。 
「いわむら城下町のひなまつり」は、今年で 14 回を数え、城下町とその周辺約 110 箇所に、江⼾時代か

ら藩主邸に伝わるおひなさまや、装飾が⾒事な御殿びな、⼟びな、住⺠⼿作りのおひなさまなど、3,000 体
を超える多種多様なおひな様が、展⽰公開されます。また、期間中は様々なイベントが開催されます。 

詳しくは次ページの特集記事をご覧ください。地域最⼤級のひなまつりに是⾮、ご来場ください。

広報いわむら 

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 
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ほっと・ホット・もっと 

ホットいわむらだより 

 

＊（特集）いわむら城下町のひなまつり 

＊岩村ふるさと小町 羽根つき 

＊確定申告のお知らせ ＊就職面接会のお知らせ 

＊（告知）観光のカリスマ 大分県竹田市長講演会 



      
いわむら城下町のひなまつり 

イベントスケジュール 
（期間中に開催されるその他のイベントを含む）       

〇3 ⽉３⽇（⽊） 
★まなびとあそびの五感体験「「いわむら五っこ」 

  ・美味しいランチは⼿作りスプーンで 
 【申込み⽅法等は 2 ⽉ 15 ⽇号広報をご覧下さい】

〇3 ⽉ 6 ⽇（⽇） 
☆オープニングセレモニー （11:00〜 ⻄町庚申堂前） 

 ★⼥性に優しい鍋まつり  （11:00〜14:00 本町五丁⽬駐⾞場） 
 ★おひなのクラフト体験  （11:00〜14:30） 
 ☆⽻織っておひなさま気分 （13:00〜15:30 勝川家）
〇3 ⽉ 12 ⽇（⼟） 
 ☆まなびとあそびの五感体験「いわむら五っこ」 
  ・重伝建の町並みを守る匠と建物めぐり体験 
  ・この地域ならではの郷⼟菓⼦・からすみづくり体験 
  ・旅姿で城下町めぐり体験 
  ・岩村の染織ワークショップと⼯房⾒学 
  ・佐藤⼀斎の街めぐり、藩校知新館で昔の武⼠の勉強体験 
  ・⾓材を削って⽊⽬を活かした⾃分だけの⼀輪挿しを作ろう 
  ・農村の魅⼒をプロと写真で収める（体験）
〇3 ⽉ 13 ⽇（⽇） 
 ★がんどうちラリー（10:00〜 先着 250 名） 
 ☆特産品開発隊による試作品の試⾷イベント 
〇３⽉ 17 ⽇（⽊） 
 ☆まなびとあそびの五感体験「いわむら五っこ」 
  ・書画を楽しもう！〜伊藤⼀樹先⽣〜  
   【申込み⽅法等は 2 ⽉ 15 ⽇号広報をご覧下さい】
〇３⽉ 20 ⽇（⽇） 
 ☆恵那・岩村まちなか市（9:00〜15:00） 
 ☆春のクラフトフェア （9:00〜15:00） 
 ☆まなびとあそびの五感体験「いわむら五っこ」 
  ・世界でたった１つの⼿作りキャンドルを作ってみよう  
   【申込み⽅法等は 2 ⽉ 15 ⽇号広報をご覧下さい】
〇3 ⽉ 26 ⽇（⼟） 
 ☆城下町⾳楽祭 （11:00〜20:30） 
 ☆宵のひなまつり（17:30〜20:30） 
〇３⽉ 27 ⽇（⽇） 

☆岩村城下町結婚式「春の祝宴」 （12:00〜14:30）
〇4 ⽉ 3 ⽇（⽇） 

☆茅の宿のおひなさま会 （10:00〜15:00）
期間中 

いわむら城下町のひなまつりフォトコンテスト
 
※塗りつぶしの星印★は、有料イベントです。 
 
（ひなまつりイベントに関する問い合わせ） 
  ①町並みふれあいの舘 43-4622  ②岩村振興事務所 電話 43-2111      
（まなびとあそびの五感体験に関するお問い合わせ） 

岩村振興事務所 担当者：近藤  電話 43-2111 FAX43-0159 メール akihiro_kondou@office.city.ena.gifu.jp 

まなびとあそびの五感体験「いわむら五っこ」
とは、来年度から本格的に実施されることにな
った体験プログラム（岩村版 enaka!）の名称。
3 ⽉ 12 ⽇に開催されるプログラムは全て、来年
度に向けた試験的な実施で、後⽇、新聞折り込
み等でモニターの募集を⾏います。 

いわむら城下町のひなまつり 
公式ロゴマーク 

ひなまつりの開催期間中は、様々なイベントが開催されま
す。特に、⽇曜⽇は毎週異なるイベントがあります。様々
な楽しみ⽅ができるひなまつりに是⾮ご来場ください。 



    １ １     
（報告）ねんどびな・もちばなづくり 
   〜住⺠の⼼からのおもてなし〜       

1 ⽉ 23 ⽇（⼟）、岩村コミュニティセンターで、「ねん
どびな・もちばなづくり」が開催され、それぞれが思い思
いに粘⼟を⼿に取り、お内裏様とおひな様を作り上げてい
きました。 

80 ほどの作品が完成し、ひなまつりの開催期間中、観光
客の⽅などに審査をして頂くコンテストに出品され、ご覧
頂くことができます。あなたも⼀票投じてみませんか？ 
 

全国的に有名なカリスマ市⻑が岩村来訪！ 
⼤分県⽵⽥市⻑ ⾸藤勝次⽒ 講演会      

その独創的な市政運営で全
国的にカリスマ市⻑と呼ばれ
る⼤分県⽵⽥市⻑「⾸藤勝次
⽒」がなんと岩村に来訪されま
す。下記の⽇程で「歴史⽂化を
基軸にした⽅程式をつくる」と
題して講演されます 

⼤変貴重な機会ですので、是
⾮、ご来場ください。    

⽇時：平成 28 年 2 ⽉ 20 ⽇（⼟）15:00〜 
場所：岩村振興事務所 2 階 ⼤会議室     

◇⾸藤（しゅとう）市⻑の理念◇ 
九州本⼟の最⾼峰、くじゅう連⼭を有する⼤分県⽵⽥市。

「基礎⾃治体の⾃⽴なくして⽇本の再⽣はない」という基
本理念のもと、地域⼒の強化と観光まちづくりのため、「農
村回帰⽀援事業」や「エコミュージアム構想」など「⽵⽥
ならでは」、「⽵⽥らしさ」政策を展開しています。 

また市⺠との「あったか対話⾏政」を通じ、市⺠が主役
のまちづくりに取り組んでいます。  
○主催：(株)えーないわむら・城下町ホットいわむら 

恵那市観光協会岩村⽀部 
○共催：恵那市 
○後援：岩村地域⾃治区・ＮＰＯ法⼈いわむら⼀斎塾 
【問い合わせ先】岩村振興事務所 43-2111        

（募集）歴史の町並みで結婚式！ 
    ３組のカップルを募集します！         

国が選定した岩村町の重要伝統的建造物群保存地区で結婚式を
挙げるカップルを３組募集します。⼈と⼈との繋がりをテーマに
素敵な思い出をつくりませんか？         
と き 3 ⽉ 27 ⽇（⽇） 正午開式 
内 容 ①岩村本通りにて「まちなか披露宴」 
    ②庚申堂にて「神前式」 
    ③特設ステージにて「祝宴イベント」 
ところ 岩村本通り 
定 員 3 組 
対 象 ①結婚式を挙げていないカップル 
    ②本イベント関連の取材にご協⼒いただけるカップル 
    ③本イベントでの写真、映像をインターネットなどに掲 

載許可いただけるカップル 
    ④3 ⽉上旬に説明会や⾐装合わせ等に岩村まで来ていた 

だけるカップル 
締め切り 2 ⽉ 29 ⽇（⽉） 
申込み⽅法 FAX または電⼦メールにて 

新郎新婦の①⽒名、②住所、③携帯電話番号、④E
メール、⑤応募の動機 を記⼊して送信して下さい。       

※応募者多数の場合は、内容を審査の上、ご連絡します。       
申込み・問い合わせ 城下町結婚式実⾏委員会事務局（岩村振興事務所） 

TEL 0573-43-2111／FAX 0573-43-0159 メール hot.iwamura@gmail.com 
城下町結婚式に関する詳細は、城下町ホットいわむらのホームページをご覧下さい http://hot-iwamura.com/

お礼：いわむら郷⼟読本総括編はおかげをもちまして「完売」しました 〜いわむら郷⼟読本編集員会〜 



 
ハローワーク恵那より〈恵南地区〉パート就職⾯接会のお知らせです 

 

        
学校を⾶び出して「まちなか⼦ども作品展」    

平成 28 年 1 ⽉ 30 ⽇から 2 ⽉ 14 ⽇まで、岩村本通りの
⼟佐屋をはじめとする 5 箇所で、岩村⼦ども園・岩⾢⼩学
校・岩⾢中学校・恵那特別⽀援学校の児童⽣徒が⼿掛けた
版画などの作品展が⾏われました。 
 
 
 
 
    
どれも⼒作揃いで、⾒応え⼗分の展⽰会となりました。

 

確定申告が始まります！ご準備を！     
岩村振興事務所よりお知らせです。 
平成 27 年分の確定申告と市・県⺠税の申告が始まりま

す。スムーズに申告を済ます為に、農業所得・医療費控
除など、申告前にあらかじめご⾃分で計算してお越し頂
きますよう、ご協⼒をお願いいたします。 

混雑する場合は、17 時前に受付を締め切る場合があり
ますので、ご了承ください。この期間にご都合の悪い⽅
は、恵那市役所他の会場で申告をお願いします。 

 
 

平成 28 年 2 ⽉ 29 ⽇（⽉）〜平成 28 年 3 ⽉ 4 ⽇（⾦）
9:00〜17:00 

 
 

平成 28 年 2 ⽉ 16 ⽇（⽕）〜平成 28 年 3 ⽉ 15 ⽇（⽕）
9:00〜17:00 

（⼟⽇は除く） 
 
 

国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」
を利⽤すれば、簡単に申告書を作成できます。 

作成した申告書は、国税電⼦申告納税システム（e－
Tax）を利⽤して提出することができます。 

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/ 

詳しくは 1 ⽉ 15 ⽇号 広報えな をご覧ください 
問い合わせ：岩村振興事務所 電話 43-2111

 
恵南地区でお仕事を 

お探しの皆様へ 

3 月 3 日（木）午後 2 時から岩

村振興事務所にてパート就職

面接会を開催します。 

お気軽にご参加ください。 

事前予約は不要です 

パートの仕事をお探しの皆様へ

履歴書・事前申込みは不要です

〈恵南地区〉 
「パート就職⾯接会」のご案内

☆地元企業で就職できる絶好のチャンスです☆ 
お気軽にご参加ください        

恵南地区の事業所の採⽤担当者にお越し頂き、会社概要、仕
事内容の説明及び個別⾯接を受けられます。 
 この機会にぜひ地元企業でのパート就職をご検討ください。

⽇   時：平成 28 年 3 ⽉ 3 ⽇（⽊）14:00〜15:30 
場   所：岩村振興事務所 2 階 ⼤会議室 
参加事業所：恵南地区の事業所 3 社参加（予定） 
参 加 料 ⾦：無料  持ち物：特になし        

【主催・問い合わせ先】 
ハローワーク恵那 電話：0573-26-1341 

（求職者の方へ） 

岩村振興事務所での申告

市役所会議棟での申告

ご存じですか？ウェブサイトで申告ができます

      
岩村ふるさと⼩町「⽻根つき⼤会」 

1 ⽉ 31 ⽇、和服姿
で町のイベントのお
⼿伝いをメインに活
動している「岩村ふ
るさと⼩町」主催の
「⽻根つき⼤会」が、
勝川家の中庭で開催
されました。 

⼦どもから⼤⼈ま
で、幅広い年代の⽅ 
々が参加され、遠くは三重県からの参加者もありまし
た。 

この⽻根つきは、打ち損なった時は顔に墨を塗られると
いう本格的なもので、会場は⼤いに盛り上がりました。 

⼟佐屋会場 



１     １    
恵那市観光協会岩村⽀部からのお知らせ         
「第１４回・いわむら城下町のひなまつり」協賛 
第２回ひなのフォトコンテスト」開催‼ お気軽にご応募ください。        
テ ー マ 「第１４回いわむら城下町のひなまつり 」 

〜またあえたね〜 をメインテーマに募集 
撮影期間 第１４回・いわむら城下町のひなまつり 開催期間中（３⽉１⽇〜４⽉３⽇） 
応募締切 平成２８年４⽉１１⽇(⽉) （当⽇必着） 
応募作品 写真サイズ２Ｌ〜四つ切、フィルム、デジタル、カラー、 
     ⽩⿊⾃由として⼀⼈３点まで 
応募⽅法 指定の応募票（コピー可）を作品の裏⾯に貼付し、記⼊の上送付⼜は持参 
応 募 先 (⼀社)恵那市観光協会岩村⽀部 
表彰・賞 特 選  １点…賞状、岩村町商品券２万円分、岩村町特産品 
     準特選  ３点…賞状、岩村町商品券１万円分、岩村町特産品 
     ⼊ 選 １０点…賞状、岩村町特産品  
表 彰 式  未定 
発  表 新聞紙上、岩村町観光協会ＨＰに掲載し、⼊賞者には直接通知する。 

また⼊賞作品は、１ヶ⽉間｢勝川家｣に展⽰予定。 
審  査 応募締め切り後、観光協会が委嘱した審査員により実施する。 
そ の 他  ○作品１点ごとに応募票を貼付する。 

○応募作品の著作権は撮影者に、使⽤権は観光協会に帰属。 
○応募された作品は、返却しない。 
○⼊賞者は、ネガ・ポジ・データ(ＣＤ等)を提出。       

(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       
いわっこクラブのみんなは寒さにも負けず

元気いっぱい！  
１２⽉１４⽇の活動は、メンコ、お⼿⽟、

あやとり、紙遊び（紙鉄砲・紙ひこうき）な
ど、普段体験できない昔の遊びを岩村壮健ク
ラブの皆様に教えてもらい、夢中で遊びまし
た。         

１⽉１９⽇は、ぷち運動会を開催し、保護
者と実⾏委員も加わり、多くの種⽬を⾏いま
した。 

「これで⾛るの？リレー」では、カードを
拾い、裏⾯に書かれている内容のポーズをし
ながらリレーをしました。五郎丸さんのポー
ズやIKKOさんのポーズ等あり、そのポーズで
⾛る姿にみんな⼤笑い！⾵船バトルは、⽟⼊
れの⾵船バージョンで、⾵船を輪に⼊れるチ
ームと出すチームに分かれて競い、みんな⼤
はしゃぎ！ 

 
今年度のいわっこクラブの最後の活動もと

ても盛り上がりました。1年間、地域の講師、
ボランティアの⽅々のご協⼒、地域⾏事に参
加させてもらったりと、多くの⽅のおかげで
楽しく活動できました。ありがとうございま
した。次年度もよろしくお願いします。 

 
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

むずかしい… 

おじさん、⾒てて！

それっ！ 

昔の遊び体験

ポーズは何かな？ 

プチ運動会 

第１回 特選 
「いわむらの春」 

安城市 北村郁代さんの作品 



１ 
いわむら歴史再発⾒ vol.25  

⼤円寺の⾵景 ⼤円寺はすごいお寺だった・その１          
⼤円寺は建武２年（1335）に臨済宗五⼭派の南禅寺末の寺院として創

建されました。戦国時代の初めに戦⽕で焼失しますが、天⽂３年（1534）
に遠⼭景前が名僧明叔慶浚を迎え、臨済宗妙⼼寺派として中興されまし
た。その沿⾰については、各務原市の戦国史研究者横⼭住雄さんが、禅
僧の法語録を駆使して「臨済宗五⼭派・美濃⼤円寺の興亡史」という論
⽂にまとめておられます。これと『岩村町史』に依拠しながら、今回か
ら不定期に遠⼭⽒の菩提寺であった⼤円寺の話をしていきます。 
 第１回は、戦国時代の⼤円寺の景観を描いてみたいと思います。 
 現在の⼤円寺跡は、東⻄に⻑い広⼤な敷地を有しています。南は富⽥
川が流れ、正⾯に岩村城の城⼭を望みます。他の三⽅は⼭によって画さ
れており、想定される寺域の広さは、東⻄300ｍ、南北120ｍを計りま
す。市道がＴ字に通り、交差点のところに「明覚⼭⼤圓寺跡」の⽯碑が
建っています。中央やや東寄りはミニ公園になっており、五輪塔や⽯碑
があります。南近隣の現存する禅宗寺院では、多治⾒市の永保寺の⽴地
が、雰囲気としては⼀番近いように思われます。 
 寺の正⾯を流れる富⽥川には「截流橋」と名付けられた橋が架けられ
ていました。希庵⽞密は「通天橋」とも呼んでいます。地形から判断す
ると、架けられた場所は写真中央のお家のあたりのようです。ここから 
市道のＴ字路のところまでまっすぐに参道が伸びていたようです。参道の向きは岩村城が正⾯に⾒えるように設定され
ていたのかもしれません。 
 境内には、本堂、⽅丈（庫裏）、開⼭堂、⼭⾨を中⼼にして、仏堂や塔頭寺院が建ち並んでいました。庭園もつきもの
です。どのように配置していたかの⼿がかりはなく、想像するしかありませんが、これも地形からみると、京都の妙⼼
寺や五⼭の本⼭のような⼭⾨から⽅丈まで⼀直線に縦に並ぶのではなく、現代の禅宗寺院のように、⼭⾨をくぐると正
⾯に本堂と⽅丈が横に並ぶ形であったでしょう。（続く） 

（恵那市職員 三宅唯美）       
 
 

                            
「⽣命集会」  
 １⽉２８⽇(⽊)に本校及び給⾷センターで勤務
している栄養教諭の林光江先⽣を講師に、第３回⽣
命集会を⾏いました。「⽣きるために⾷べるとはど
んなことか考えよう」をテーマに、低学年と⾼学年
に分けて⾏いました。⽣きることの基本である「⾷」
について、給⾷センターでの様⼦をビデオで⾒た
り、バランスのよい⾷について等を学びました。３
時間以上もかけて給⾷ができることや⼀つ⼀つ⼿
作業で⾏うことが多いことなど、思ったより⼿間が
かかっていることに⼦どもたちは驚いていました。
「⾷べ物を⼤切にすることは⼈を⼤切にすること
である」ということも含め、⾷育についてじっくり
考えるよい機会となりました。 

        

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！ 

岩村城本丸からみた大円寺集落 

中央の竹藪が大円寺跡 



１ 
１               
社会福祉協議会岩村⽀部からのお知らせ       

岩村福祉センターの２・３⽉の予定をお知らせします。           

◎美容・健康トレーニング 
◆平成 28 年 2 ⽉ 24 ⽇（⽔） 
◆平成 28 年３⽉ ９⽇（⽔） 

１3：３０〜１５：００       
◎親⼦遊びの場 毎週⽕曜⽇！ 

◆平成 28 年 2 ⽉ 16 ⽇（⽕） 
  〜絵本の読み聞かせ〜 
◆平成 28 年 2 ⽉ 23 ⽇（⽕） 
  〜⼯作遊び〜 
◆平成 28 年 3 ⽉ 15 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。 

参加費 300 円 （申し込み必要）※⾷事もあります  
◆平成 28 年２⽉ 19 ⽇（⾦） 午前 10：30〜 もち花作り 
◆平成 28 年３⽉ 11 ⽇（⾦） 午前 10：30〜 からすみ作り  

問い合わせ：恵那市社会福祉協議会 岩村⽀所 紀岡・⻄尾     

  
   

１⽉は、福笑いや餅つきなどのお正⽉あそびや雪あそ
びをして楽しみました。 

餅つきは本物の杵と⾅を使って、友達と⼀緒に餅つき
をしました。重い杵を、⼒いっぱい持ち上げて「よいし
ょ！！」のかけ声に合わせてがんばりました。つきたて
の餅は、きなこ餅やあんこ餅にして⾷べて、どの⼦も「お
いしい！」と笑顔が弾けました。 

雪あそびは、雪だるまやかまくらを作ったり、雪合戦
をしたりして楽しみました。        

 

 

 

 

 

  

 

 

  

こんにちは！恵那特別⽀援学校です 

親⼦遊びの場（Ｈ27.12.15） 



岩村コミュニティセンター図書館の休館について（コミセンからのお知らせⅠ） 
中央図書館の蔵書点検にて、貸出システムが停⽌するため 
平成 28 年 2 ⽉ 23 ⽇（⽕）〜27 ⽇（⼟）まで図書館は休館となります 

         
       
 
 
 
 

『チョット昔の想い出話』     
⼩泉⾸相と佐藤⼀斎と岩村（その四） 

 
              佐藤⼀斎顕彰会・いわむら⼀斎塾 鈴⽊隆⼀ 
 
 もう 14 年も前になる佐藤⼀斎銅像の除幕式とそれに関わる記念イベント･･･。 
 町なかの⽊村邸などの施設を利⽤して開催した「いわむら⼀斎塾」へ講師と
してご参加いただいた作家であり陽明学研究家の林⽥明⼤（はやしだあきお）
さんは、当時のある雑誌に「県や市のレベルではない、町のレベルで『⽇本精
神』を発揚するこれだけのイベントを開催したその点にも驚かされたが、イベ 
ントに参加すべく⽇本各地から参集された⽅々が多数いらっしゃったのにも、感動を禁じ得なかった。私は、⼆⽇⽬の『い
わむら⼀斎塾』の５⼈の講師の⼀⼈として参加し、『陽明学⼊⾨、佐藤⼀斎と⼭⽥⽅⾕を中⼼に』という演題で、お話を
させて頂いた。 
 午前中の私の講演には、40 名のキャパの会場に、倍の 80 名近い⽅が集まってくださり、陽明学への関⼼の⾼さに私
⾃⾝驚かされたものである。」とその時の様⼦を全国へ紹介して下さっています。 
 深萱会⻑の夢だった銅像を制作するため、全国の佐藤⼀斎に縁のある企業、教育委員会、公⺠館、個⼈などに向け500
通を超える趣意書を送り募⾦活動を⾏いましたが、それに応えていただいた佐藤⼀斎のファンの多さに改めて驚かされま
した。 
 さて、この銅像の隣には作家の神渡良平さん揮毫の「三学戒」碑が建っています。 
 神渡さんは「志の⾼さが⼈間のレベルを決める」と全国各地を講演で歩きながら、この碑を岩村に設置することを呼び
掛けられ、600 ⼈以上の賛同と厚志により建てられたものです。 
 平成７年 10 ⽉に除幕式が⾏われましたが、癒しの詩⼈といわれ、あの「念ずれば花ひらく」で有名な坂村真⺠さんか
ら「三学戒は⼆⼗⼀世紀の灯明となり、⽇本⺠族の志気を⾼揚させる最⼤級の⾔霊

ことだま

となり、この気の発する波動が⽇本全
国津々浦々に伝播

でんぱ

せんことを祈ります」と祝詞を贈って下さいました。 
  
 
 
 
 
      

今年度の町民展及び文化芸能発表会は、下記のとおりに開催され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     
（２⽉〜3 ⽉）      

2 ⽉25 ⽇（⽊）⼦育て⽀援センター 
2 ⽉ 7 ⽇（⼟）恵那市幼児教育研修会 
3 ⽉ 3 ⽇（⽊）岩村⼦供園保護者会 
3 ⽉ 6 ⽇（⽇）⽂化スポーツ課公演会 
3 ⽉13 ⽇（⽇）明知鉄道映画会 

平成28 年２⽉1 ⽇現在の⼈⼝・世帯表 
総数 5,188 ⼈ （▲17） 〈▲82〉

男性 2,496 ⼈ （▲2） 〈▲45〉

⼥性 2,692 ⼈ （▲15） 〈▲37〉

世帯 1,887 世帯 （▲3） 〈▲2〉

（ ）内は前⽉との⽐較〈 〉は前年同⽉⽐ 
 




