
   

   

 

 

 

 

 

 
                   

おかげさまという感謝の気持ち！「いわむら城下おかげまつり」開催     
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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）いわむら城下おかげまつり 

＊（お知らせ）心の書画家 伊藤一樹さん 個展 

＊（お知らせ）リアル宝探し「戦国探偵 G」 

＊10/23 旧家のだんらん EKDyGOYAS live in 勝川家 

 

⼀斎先⽣が⾔われました。 
「⼦どもに教育を受けさせるのは、⼤⼈になって与えられた仕事を通して、⾃分の周りや地
球上に住んでいる多くの⼈たちを幸せにするためなんじゃよ。決して⾃分の⾝内の利益や地
位のためだけではないんだよ。⼦どもは天からの授かり物じゃ。」 

（⾔志録２３３） NPO 法⼈いわむら⼀斎塾 

 11 ⽉ 6 ⽇（⽇）に、岩村本通りで秋の賑わい市「いわむら城下おかげまつり」が開催されます。 
ふるさとゆかりの郷協定市町村（愛知県知多市、愛知県⻄尾市、静岡県藤枝市、静岡県伊⾖市修善寺、静岡

県掛川市⼤須賀）の特産品販売や、江⼾時代の情緒を満喫できる「江⼾⼩路」、⼦どのたちの遊びの広場「⼦ど
も横丁」、「フリーマーケット」、「軽トラ市」、「消防⾳楽隊による防⽕パレード」、「もちつき」、「もちなげ」、地
元周辺市町村の太⿎（岩村城⼥太⿎、⼭紫⽔明太⿎、安岐太⿎）が集う「和太⿎競演」、味わいどころ「にぎわ
い横丁」「まんぷく横丁」など、⼀⽇に楽しいイベント・アトラクションがギュッと凝縮されています。⾒所・
楽しみどころ⼗分で、味覚も楽しめるイベントです。 
 ⼥城主の⾥ PR キャンペーン『時代劇「⼥城主伝説」』のお披露⽬（初披露）も必⾒です！ 

 

佐藤⼀斎 今⽉のひとこと（10 ⽉）
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にぎわい横丁 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

おいしい⾷べ物が盛りだくさん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

まんぷく横丁 
 
 
 
 
 
 
 

こども横丁 
 
 
 
 
 
 
 

七輪横丁 

楽しいイベントいっぱい！！  
 

●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」  

岩村城⼥太⿎ ほか 
 

☆各イベント 
●浄光寺完成⾒学会 
●昭和の N ゲージ（鉄道模型）…勝川家 
●軽トラ市、フリーマーケット 
●岩村町商店会 楽市街道 
●フリースロー⼤会（郵便局駐⾞場） 
●乗⾺体験（江⼾⼩路） 
●防災消防パレード 

弘法屋上出発〜庚申堂前で演奏   9:30〜 

  ●佐藤⼀斎展・・・⽊村家 

●もちつき 巌⾢天満宮  11:00〜 
●もちなげ  庚申堂前・巌⾢天満宮   14:50〜 
●ハイレゾ体験（レコード）･･･安⽥邸 

 

主催：2016 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 

2016 いわむら城下 

～女城主・ゆかしき里 明日へのにぎわい～ 

おかげまつり 

１１月６日（日）
10：00～15：00 

七輪横丁
旬の食材を焼いて味わえます 

こども横丁
ワクワクがいっぱい！！楽しさいっぱい！！

☆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 

☆五平もち販売（100 円） 
とってもおいしいよ〜！ 

☆わたがし（50 円） 
ふわふわできれいに丸められるかな！？ 

☆⽊育コーナー（積み⽊遊び）（無料） 
上⼿に積めるかな！？ 

☆ストラックアウト（12 球 100 円） 
君のバツグンのコントロールで景品をゲット！ 

☆あんじゃ⽶ 
富⽥で取れた新⽶です。    

☆⽵⾺（無料）  ☆⼿づくり⼩物のお店（100 円） 
昔の遊びをしよう！  ⼿づくりの体験もできます。 

にぎわい横丁

まんぷく横丁

女城主の里 PR キャンペーン 時代劇「女城主伝説」初披露！！ 
場所：枡形 時間：第 1 回 11：15～ 第 2 回 14：00～ 
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いわむら城下 旧家のだんらん 
EKDyGOYAS live in 勝川家       
お爺ちゃんもお婆ちゃんもお⽗さんもお⺟さんも⼦

ども達も岩村の⼈もそうでない⼈もみんなでだんらん。
 岩村町の指定⽂化財「勝川家」にて⽇曜午後のひと時
を、更には岩村の城下町をゆったり気ままに過ごしてみ
ませんか？ 【10 ⽉ 23 ⽇（⽇）11:00〜16:00】      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 ⼦ども達にも嬉し楽しい射的コーナーや岩村の⾦⿂愛
好家で結成された”岩⾢錦の会”による⾦⿂&アクアリウ
ムの展⽰、「江⼾錦」という品種の⾦⿂（3〜4cm 位の幼
⿂）を無料配布などなど。フジロックやトヨロック橋の
下などのフェスにてフロアを沸かせたバンド EKD と
GOYAS による 2 ⼈編成 EKDyGOYAS のアコースティ
ックライブありと⽬⽩押しです❗ 

 

⼼の書画家 伊藤⼀樹さん 個展 
岩村町在住の「書画家」伊藤⼀樹さんの作品で 10 ⽉ 28

⽇（⾦）から 11 ⽉ 2 ⽇（⽔）に京都の清⽔寺「圓通殿」に
出展される作品『和の⾔葉』のお披露⽬展が開催されます。

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
期 間／11 ⽉ 14 ⽇(⽉)〜27 ⽇(⽇) 10:00〜16:00 
会 場／⾔の葉ギャラリー 約束の樹 

（住所／岐⾩県恵那市岩村町 1607） 
ＴＥＬ／０５７３－３２－１４５５ 
⼊ 場／無料  駐⾞場／有り 
定休⽇／２４⽇(⽊)・２６⽇(⼟) 

    
学校を⾶び出して「まちなか⼦ども作品展」
 １０⽉２９⽇（⼟）から１１⽉１６⽇（⽔）の期間、
岩村⼦ども園・岩⾢⼩学校・岩⾢中学校・恵那特別⽀援
学校の⼦どもたちが制作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

の皆様にご覧頂きたいと昨年より企画しております。 
作品の展⽰場所は以下のとおりです。 

○勝川哲男様宅 ○京屋家具店様 
○ヌマダ洋品店様 ○⽴花屋様 ○勝川家 

この機会に⼦どもたちの作品をぜひご覧ください。 
◎岩村町地区別計画 ⼦育て部会 
事務局：岩村振興事務所 安藤 電話 43-2111      

恵那市に上陸！リアル宝探し「戦国探偵 G」
リアル宝探し「戦国探偵 G」は、あなたが戦国探偵 G の⼀

員になりきって、謎を解き、岐⾩県恵那市内で実際に美濃国
ノ秘宝を探すリアル宝探しイベントです。 

【岩村町内の宝の地図配布場所：観光協会岩村⽀部】 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
【リアル宝探しとは？】 
⾃分の⼒で「何か」を探し出し、「発⾒の感動」を体験するイ
ベントで、⼤⼈は⼦どもに、⼦どもは⼤⼈になって楽しめる、
そして⾮⽇常的空間を味わえる、ちょっと変わったイベント
です。 
詳しくは、こちらのサイトで CHECK！   

http://www.takarush.jp/promo/gifu/m2/ 
リアル宝探し 岩村 で検索！！ 



 
報告：⼩⾬降る中、伝統芸能の 

岩村町獅⼦舞路上公演が⾏われました 
岩村町獅⼦舞保存会では、毎年第１⼟⽇に開催される「い

わむら秋祭り」に合わせ、⼟曜の夜に岩村本通りにおいて
路上公演を実施しています。                

 
 
 
 
 
 
 
この公演は、保存会の活動成果を皆さんに⾒ていただく

ことや伝統芸能の重要性、後継者の育成に理解をいただく
ため、毎年⾏っております。 

今年も４会場において、獅⼦舞では「葛の葉」や「悪魔
払い」といった演⽬が⾏われ、おかめとひょっとこも演じ
られました。今後も保存会では、伝統芸能の継承と後継者
の育成に邁進していきますので、皆さまのご理解とご協⼒
を御願い致します。 

お知らせ：初詣り・七五三詣り開催  
『初詣り・七五三詣り』の神事が 11 ⽉ 3 ⽇に武並神社に
て執り⾏われます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

時間は午前の部が10時から。午後の部が1時からです。
将来の岩村を担ってくれる⼦どもたちの成⻑を、町⺠み
んなでお祝いできたら、素敵ですね。 

○伊⾖市からのお客様も獅⼦舞路上公演を観覧 
 伊⾖市は鎌倉時代に岩村と同じく加藤景廉公が地頭とし
て治めた縁で「ゆかりの郷協定」を結び交流しています。
岩村町からは、毎年 8 ⽉に景廉公の法要に伊⾖市へ出かけ、
伊⾖市からは秋祭りに来町されます。今年は、あいにくの
天候で⾏列には参列できませんでしたが、交流会で親交を
深め、獅⼦舞路上公演をご覧頂きました。 

報告：⼭城に⾏こう in 可児に参加 
10 ⽉ 9 ⽇（⽇）可児市花フェスタ記念公園で「⼭城に

⾏こう in 可児」が開催されました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

そのイベントのひとつとして「同盟」と題し、東美濃の
城がある団体が参加して PR 活動をしました。城下町ホッ
トいわむらは、このイベントに参加し「岩村城跡」の魅⼒
と活動を PR しました。“東美濃全体の城跡を盛り上げる”
という趣旨のもと苗⽊城・阿⽊城・岩村城・⼩⾥城・妻⽊
城・加治⽥城・顔⼾城・安⼟等が参加しました。 

朝⽅に⾬が降っていたこともあり、来場者も少なめでし
たが、お昼には⾬も上がり、来場者も増えました。 

パンフレット等を配布して PR をした他、他の城跡団体
とも交流を図ることができました。 

報告：ホットな⽥んぼで稲刈り体験  
9 ⽉ 24 ⽇（⼟）、親⼦連れ 46 ⼈が参加して富⽥地区

内のホットな⽥んぼで「稲刈り体験」が⾏われました。
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              
       
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。刈り取った稲は、は
ざかけをしました。 

稲刈り体験をしたあと、東光院に⾏き、5 分間の座禅
体験や鐘つき体験の貴重な体験をしました。 

ホットな⽥んぼでとれたお⽶は、11 ⽉ 6 ⽇（⽇）に
開催されるいわむら城下おかげまつりで「あんじゃ⽶」
としてこども横丁で販売されます。お楽しみに！！  



    
 
 
 
 
        
「運動会 がんばるよ!!」 

今、こども達は、１０⽉８⽇の運動会に
向け、元気いっぱい練習中です。今年度の
運動会スローガンは、昨年に続き、｢みん
な⼀緒によしやるぞ！｣とし、こども達⼀
⼈ひとりが、｢がんばった！｣｢やった！｣
と、実感ある達成感をもてる様にと、取り
組み中です。 

６歳までの運動能⼒の発達の⼤事さを
職員で確認しあいながら、この⾏事をこど
もの⼼と体の成⻑につなげていきたいと
思います。また、朝の充実感が、⼦どもの
⼀⽇を左右する⼤事な時間である事から、
ごっこあそびの⽣活感のあるキッチン道
具を揃えたり、テーブル作りも職員で⾏
い、⽇々、砂場周りには、⼤きい⼦も⼩さ
い⼦も⼀緒になって、楽しい遊びが展開さ
れています。⽔曜⽇は体を動かす⽇とし
て、サッカー．跳び箱．平均台．ボールつ
きなどやってみたい運動が出来る環境を
整え、こども達の活動を応援中です。 

 

 
いわっこクラブ活動紹介 〜実りの秋！あんじゃ⽶の収穫！〜 
 

５⽉にいわっこクラブのみんな
が植えた苗が⼤きく育ちました。９
⽉２４⽇はみんなが楽しみにして
いた稲刈り。機械に頼らず昔ながら
の⼿作業で、稲刈り体験ができまし
た。初めて体験する⼦も、教わりな
がら上⼿に作業をしていました。ハ
ザ掛けは、⼤きな稲の束をかついで
掛けるのが重くて⼤変だったけど、
頑張ってできました！         

稲刈り作業が終わったら今回の
お楽しみの⼀つ、東光院で稲刈りに
ついてお話を聞かせていただきま
した。「宝」という字は昔、「⽥カラ」
と書いていた。⾦銀財宝だけが宝じ
ゃない。今みんなが汗を流して稲刈
りをした、その汗こそが宝だという
良いお話を聞かせてもらいました。
座禅の体験もし、鐘も⼀⼈ずつ撞か
せてもらい、⼼が落ち着く感じがし
たようです。たくさんの貴重な体験
ができた⼀⽇でした。          

今⽉は 
岩村こども園 

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！ 

⼀⼆三会より頂いたサッカーゴールで元気に遊ぶこども達 

やつほ～ 

上⼿に刈れました！ みんなではい、チーズ！

座禅難しい… 

⾚と⽩の素敵なテーブルが出来まし
た。こども達がよろこぶよ〜！



１ 
恵那市観光協会岩村⽀部からのお知らせ 

「⼥城主の⾥ いわむら」を PR‼ 
恵那市観光協会岩村⽀部では、

10 ⽉５、6 ⽇の 2 ⽇間、名古屋
市栄の“オアシス 21”で開催さ
れた、恵那市観光物産展におい
て、浜松市の「おんな城主直⻁」
ＰＲ隊とコラボし、⼥城主の⾥
キャンペーンを、また 10 ⽉ 9
⽇の、東濃地区の⼭城が⼀堂に
会した、花フェスタ記念公園で
の「⼭城へ⾏こう in 可児」では、
“城下町ホットいわむら“と共に
東濃地区の中⼼地であった「岩
村城」と「⼥城主の⾥いわむら」
のＰＲをしてきました。 

オアシス 21 では、ステージイベントで 2 回ＰＲを
する機会があり、1 回⽬は 800 年の歴史を誇る岩村城
と 400 年の城下町、農村景観⽇本⼀の富⽥地区などを、
2 回⽬は、浜松のゆるキャラである、“家康くん”＆“直⻁
ちゃん”と共に、⼥城主の⾥である岩村と浜松のいわ
れ、⼥城主の⾥めぐりツアーなどをＰＲしました。 
今後も、東京でのプレスリリース、⽇本１００名城が

そろう横浜での「お城ＥＸＰＯ２０１６」、各地区での
観光展などで、⼤々的にＰＲ活動を展開していきます。 
 

 町並みふれあいの舘内 (⼀社)恵那市観光協会岩村⽀部(岩村町観光協会) TEL/FAX 43-3231
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

いわむら歴史再発⾒ vol.29 
⼤坂の陣と松平乗寿の活躍（冬の陣編）        

⼈気のＮＨＫ⼤河ドラマ「真⽥丸」がいよいよ佳境を迎え、今
⽉から⼤坂の陣編が始まりました。ドラマには登場しないようで
すが、当時の岩村城主松平乗寿も⼤坂に出陣しています。 
 譜代⼤名である乗寿には、単に⼀武将として従軍するだけでな
く、美濃の諸家を率いる司令官としての役割も求められていまし
た。『松平家譜』では「組頭」と呼んでいます。 
 ⼤坂冬の陣で旗下にあったのは、稲葉正成（⼗七条１万⽯）、遠
藤慶隆（郡上２万７千⽯）、⽵中重⾨（岩⼿６千⽯）、稲葉⽅通（和
知４千４百⽯）、平岡頼資（徳野１万⽯）、⼤嶋⼀党（川辺・加治
⽥など４家合計１万８千⽯）、⾼⽊⼀党（多良３家合計４千３百
⽯）、妻⽊頼忠（妻⽊七千五百⽯）、遠⼭⽅景（明知６千５百⽯）、
⼩⾥光親（⼩⾥３千５百⽯）で、⾃⾝の２万⽯と合わせて合計11
万７千⽯、⼈数にして２千〜２千５百⼈ほどの軍勢を率いたよう
です。 
 乗寿の軍勢は慶⻑19年（1614）10⽉中旬に河内国枚⽅（⼤阪府枚⽅市）に布陣します。これより前に豊⾂⽅は、徳川
勢の進出を妨害するために、枚⽅市出⼝で淀川の堤防を破壊していました。この堤防は豊⾂秀吉が築いた「⽂禄堤」で
す。堤防の上は京都⼤坂間を最短で結ぶ道路となっており、江⼾時代には京街道（⼤坂街道）と呼ばれ、東海道の延⻑
とみなされていました。乗寿勢は、⼤坂への交通路を確保するため、この堤の修復を⾏っています。 
 戦いは籠城戦となり、12⽉下旬に⼆ノ丸・三の丸の破却を条件として和睦（講和休戦）となりました。有名な堀の埋
め⽴てはこのときのことで、乗寿らは⽟造⼝（現在の⼤坂城外堀・南東コーナーあたり）の担当となり、⼯事を⾏いま
した。このとき埋められた堀の⼀部は昭和54年・58年の発掘調査で発⾒され、位置が明らかになっています。（続く）         

「恵那市観光物産展」（オアシス２１） 

「⼭城⾏こう in 可児」(花フェスタ記念公園） 

名古屋･栄「恵那市観光物産展」 
「⼭城へ⾏こう in 可児」 

枚
⽅
の
位
置



       
恵那市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 10・11 ⽉の予定をお知らせします 
 

○いっしょにいこまい会 
１０⽉２１⽇（⾦）１０：３０〜 
（※迎え希望の⽅連絡くだされば伺います） 

五平餅作り ／ 会費 300 円 
                         

○美容・健康トレーニング 
１０⽉ 2６⽇（⽔）１3：３０〜１５：００ 

１１⽉ ９⽇（⽔）１3：３０〜１５：００         
                                          
○毎週⽕曜⽇には、「親⼦遊びの場」の開設              

10 ⽉１８⽇（⽕） みんなで遊ぼ                                   

1１⽉ １⽇（⽕） クッキング             

1１⽉ ８⽇（⽕） ゲーム・読み聞かせ                 
○栗おこわの配⾷！                                                             

１０⽉１８⽇（⽕） 
６５歳以上のひとり暮らしの⽅を対象に、前もって⺠⽣委員さんに注⽂を取っていただき、⾷のボランティアみつば
ちの会さんに栗おこわを作っていただき、４時頃をめどに⺠⽣委員さんが配ってくださいます。 
※１⼈⼀⾷限り ３００円（栗おこわと交換です） 
※配達時間が前後する場合がありますので宜しくお願い致します。                     

問い合わせ：恵那市社会福祉協議会 岩村⽀所 ⻄尾 電話 43-0051 
ホームページ：http://www.ena-shakyo.or.jp/               

こんにちは！ 
恵那特別⽀援学校です 

 
９⽉１０⽇（⼟）に、当校⾼等部が「体育

⼤会」を⾏いました。 
今回の体育⼤会では「団結魂 〜⼼をひと

つに〜」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
の競技性の⾼い種⽬を⾏いました。また、
今年度は⾼等部⽣徒全体の演技種⽬とし
て、ソーラン節に取り組み、全員で演技を
⾏いました。 
 ⾼校⽣らしい⼒のこもった競技や、⽣徒
⼀⼈⼀⼈が⼒を合わせて取り組んだ演技
に、来校された来賓や地域の皆様、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。 

【代表者リレー】 【応援合戦】 

（28.9 親⼦遊びの場の様⼦） 

【台⾵ＶＳ農家】 

みなさん岩村福祉

センターへ遊びに

来てください！ 



         
       
 
 
 
 

 
コミュニティセンター周辺の清掃作業が実施されました 

去る９⽉１８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３４
名によって、⼩⾬の降る中でしたが、駐⾞場や周辺の清掃作業をして頂きました。⼤変きれいになりました。ありがとう
ございました。 
 また、駐⾞禁⽌の看板を⼆箇所に設置しましたが、川側（Ｒ２５７号沿い）に⾞が駐⾞してあり、作業が困難でした。 

今後とも皆様のご協⼒をお願いします。 
  
新規の市⺠講座（後期）のお知らせ 

１０⽉から始まる市⺠講座（後期）において、岩村コミニティセンターで    
は新規講座を開設しました。講座の受付は終了しましたが、多少余裕のある 
講座がありますので、町⺠の皆さんの参加をお待ちしています。 
  
 

⻘少年育成町⺠会議主催・おかげまつり協賛「餅つき」 
１１⽉６⽇（⽇）開催の「おかげまつり」では、恒例の⻘少年育成町⺠会議ＰＲの餅
つきを⾏います。無料でつきたての餅を配布します。是⾮お⽴ち寄りください。 
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10⽉〜11⽉の岩村コミュニティセンター主な使⽤予定       

10 ⽉16 ⽇（⽇）郷⼟史講座          10 ⽉18 ⽇（⽕）おもしろ歴史講座 
10 ⽉20 ⽇（⽊）古布で素敵にリフォーム      10 ⽉21 ⽇（⾦）「型紙」を活⽤した型染 
10 ⽉22 ⽇（⼟）「デュークズ」ウォーキング                                                                                                                  10 ⽉25 ⽇（⽕）⼈権相談 
10 ⽉27 ⽇（⽊）コロリアージュ        10 ⽉29 ⽇（⼟）国際交流協会 
10 ⽉30 ⽇（⽇）えなＲＵＮ伴＋（ＰＬＵＳ）  11 ⽇ 3 ⽇（⽊）恵那南⾼校オータムコンサート                      

 
岩村コミュニティセンター 図書館だより 

   ●秋の読書週間 １０⽉２７⽇〜１１⽉９⽇ 
    「２０１６年読書週間標語」 「いざ、読書」 

●新刊・寄贈本について 
    新刊及び寄贈して頂いた本が少し⼊りました。是⾮また⽴ち寄ってください。 
    図書カードは「恵那市中央図書館・恵那市内１３のコミセン」で共通で使えます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION 

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。

〇第２次恵那市総合計画地域計画（岩村地域自治区）

キャッチフレーズ      
消滅しないぞ「いわむら」 

前月 前年

総数 5,138 ⼈ （ ▲ 4 ）〈 ▲ 70 〉

男性 2,473 ⼈ （ ▲ 6 ）〈 ▲ 37 〉

⼥性 2,665 ⼈ （ 2 ）〈 ▲ 33 〉

世帯 1,875 世帯 （ ▲ 3 ）〈 ▲ 14 〉

（ ）内は前9⽉との⽐較〈 〉は前年同10⽉⽐

H 28年10月




