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広報いわむら

ホットいわむらだより

＊岩村駅スタッフ募集（岩村駅を市民駅に）
＊恵那南高校の取り組み（６次産業教育）
＊平成 29 年度まちづくり活動補助金（申請状況）
＊農村景観日本一「鯉のぼりと水土里を感じる会」

体験がいっぱい！！（全 29 企画）「いわむら五っこ」開催中！！

夏休みは ものづくり企画 が充実！

いつもと違うレアなあそびしませんか？
まなびとあそびの五感体験

素敵な夏の想い出でを！

お⼦様が楽しめる企画も充実！！

詳しくは いわむら五っこ で検索！！
http://iwamura55.com/ いわむら五っこ HP

⼀斎先⽣が⾔われました

問合せ：いわむら体験プログラム実⾏委員会
（岩村振興事務所内 TEL43-2111）

佐藤⼀斎

今⽉のひとこと（6 ⽉）

「とうとう岩村も梅⾬に⼊ったな。今年は空梅⾬かそれともシトシトと降り続くか･･･？ ⾬を喜ぶ
⼈もあり、恨めしく思う⼈もある。いずれにせよ、降り出したらずーと降り続くようなことはないわ
な。『需(じゅ)は⾬天(うてん)なり。待てば則ち霽(は)る。待たざれば則ち沾濡(てんじゅ)す。（⾔志
録）』⾬の降る時は、⼼を静めてじーと待てば晴れるのに、待たないと、びしょ濡れになってしまう
よ。あわてない。あわてない。」
【NPO 法⼈いわむら⼀斎塾】

お礼：城⼭清掃を実施しました。

5 ⽉ 14 ⽇（⽇）、本年 1 回⽬の城⼭清掃が⾏われ
ました。岩⾢中学校、恵那市消防団岩村分団、恵那市
観光協会岩村⽀部の皆さんをはじめ、総勢 100 名のボ
ランティアの⽅々にご参加を頂きました。

お知らせ：岩村地域⾃治区運営委員会⻑が決定
平成 29 年度の岩村地域⾃治区運営委員会の会⻑なら
びに運営委員の皆様が決定しました。
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岩村⾃治区の体制の中における執⾏委員会には、岩村
地域の⾃治⼒・地域⼒を強化するため、地域課題の解決
に取り組み、また、地域内の公共的団体等と連携を図り、
地域住⺠が暮らしやすいまちづくり活動・施策を実⾏し
ていくことを⽬的として、
「役員会」と「運営委員会」が
組織されています。それぞれの役割は次の通りです。
「運営委員会」は、地域内公共団体や識⾒を有する⽅で
構成され、まちづくり活動を⽀援し、活動の⽅向を決め
るなど、⾃ら活動をします。
「役員会」は、運営委員会から互選された⽅で構成し、
まちづくり活動の原案等を審議します。
朝から暑い中、皆様のお⼒で城址本丸をはじめ、太⿎
櫓周辺など各所で丁寧に草刈り作業等が⾏われ、ふるさ
との宝「岩村城跡」全体が美しくなりました。岩村城跡
を訪れる⽅々も、きっと気持ちよく訪れて頂けることと
思います。ご参加をいただきました皆様、本当にありが
とうございました。
清掃の後は⼥城主に関する勉強会を実施し、歴史の奥
深さを知る事ができました。

「⾃治区会⻑」
「運営委員会」にて選出される⽅で、原則的には地域協
議会⻑⼜は⾃治連会⻑が⾃治区会⻑を兼ね執⾏委員会を
代表し、会務を総理すると共に岩村地域内各種団体を代
表する⽴場で、ある意味では町⻑的な役職です。

報告：ホットな⽥んぼで
「昔ながらの⽥植えを体験」

報告：農村景観⽇本⼀
「鯉のぼりと⽔⼟⾥を感じる会」

皆様のご理解とご協⼒お願い致します
本年度の事業は右ページをご覧下さい

→

5 ⽉ 20 ⽇（⼟）、富⽥地区にある⽥んぼ、その名も「ホ
６⽉４⽇（⽇）、ふるさと富⽥会館で、鯉のぼりと⽔
ットな⽥んぼ」で「親⼦で⽶作り体験」が⾏われました。 ⼟⾥（みどり）を感じる会が開催されました。

約 73 名の参加者があり、昔ながらの⼿で 1 本 1 本苗
を植える⽥植え作業を体験しました。
上⽥さんの指導により、苗の植え⽅などの説明を受け、
⽥植えに挑戦！素⾜で⼊る⽥んぼの独特の感触を楽しん
でいました。⽥植えの後は、⼦ども達でこいのぼりを作
り、
「なにか楽しいことやろまいか！とみだ」さんが⾏っ
ているこいのぼり飾りのひとつとして飾らせていただき
ました。この⽶作り体験は、まちづくり活動補助⾦事業
「こども塾事業」のひとつで作業の体験を通し、⾷の⼤
切さを学ぶことも⽬的としています。

このイベントは、
「なにか楽しいことやろまいか」さ
んと「のういち会」さんの共催で⾏われました。
錦鯉すくいや⼿押し相撲⼤会など、来場者を楽しま
せてくれるイベントが企画され、多くのお客様で賑わ
いました。
お天気にも恵まれ、ふるさと富⽥会館にもたくさん
の鯉のぼりが泳ぎ、富⽥川の⽣き物調査として、川で
⼦ども達がサワガニやヨシノボリなどを⾒つけて観察
し、賑わしい⼀⽇になりました。

１

恵那市地域まちづくり活動補助⾦を申請

岩村地域⾃治区運営委員会

地域⾃治区運営委員会では「岩村町地域計画」を基に市へ申請
し、事業が承認されました。今年度は下記の 6 事業を実施します。詳細は決まり次第ホットだよりでお知らせします。

①いわむら城下町のひなまつり事業

実施団体：いわむら城下町のひなまつり賑わい構想委員会
開催時期：平成 30 年 3 ⽉ 1 ⽇（⽊）〜平成 30 年 4 ⽉ 3 ⽇（⽕）
実施内容：重要伝統的建造物群保存地区の町並みとその周辺約 110 ヵ所
に江⼾時代から伝わる古今びなや装飾が⾒事な御殿びな、住⺠
⼿作りのひな⼈形など多種多彩なおひなさま約 3,000 体を⼀同
に展⽰。また、期間中の毎⽇曜⽇には「⾳楽祭」や「がんどう
ちラリー」など趣向を凝らしたイベントを開催。

いわむら城下町のひなまつり

②いわむら城下おかげまつり事業

実施団体：いわむら城下おかげまつり実⾏委員会
開催時期：平成 29 年 11 ⽉ 5 ⽇（⽇）10：00〜15：00
実施内容：ふるさと協定やゆかりの郷協定市町村の特産品販売による地域
間交流や、地元周辺市町村の太⿎が集う「和太⿎競演」による⽂
化交流に加え、江⼾時代の情緒を満喫できる「江⼾⼩路」、⼦ど
も達の遊びの広場「⼦ども横丁」
「フリーマーケット」
「軽トラ市」
「名所めぐりスタンプラリー」「⾳楽フェス」など、岩村町なら
ではの仕掛けで、城下町（本通り）に集客と賑わいを創出し、商
店街の活性化につなげます。

いわむら城下おかげまつり

③こども塾事業

実施団体：城下町ホットいわむら ほか
開催時期：通年（開催時期や内容は、ホットだより等でお知らせします。）
実施内容：豊かな⼈間性と多様な個性を育むために、地域において⼦ども
たちが参加，体験できる様々な⽂化活動や交流の機会を充実する
ため、１．三森⼭ウォーキング、２．⽥んぼ体験、３．⽂化伝承
（五平餅・朴葉寿司・きな粉餅、げんこつ飴作り等の体験）、４．
秋のふれあいウォーキング、５．住職による座禅体験と説法、６．
昔遊び、７．鯉のぼりと⽔⼟⾥（みどり）を感じる会、８．トラ
クターイルミネーション９．まちなか⼦ども作品展を実施します。

こども塾事業

④地域防災⼒の向上事業

実施団体：岩村町⾃主防災隊
実施時期：9 ⽉頃（開催時期や内容は、町内回覧でお知らせします。
）
実施内容：１．「⾃助」での対策が困難な災害弱者、⾼齢者独居世帯を対象
とした『消⽕器、⽕災報知器』の取付作業、２．「共助」を推進す
るため各⾃治会への防災⽤品等の設置、３．地区防災訓練時の個別
訓練の内容強化を実施します。

地域防災⼒の向上

⑤いわむら（岩村城跡）景観対策事業

実施団体：（⼀社）恵那市観光協会岩村⽀部 ほか
実施時期：通年（開催時期や内容は、ホットだより等でお知らせします。）
実施内容：恵那市⺠の財産であり、観光地岩村の⽬⽟でもある『岩村城
跡』や伝建地区の『岩村本通り』を中⼼に町内各所の景観の魅
⼒を伝えるため、1.岩村城跡清掃作業、２．案内標識等リニュ
ーアル、３．⽀障⽊の伐採を実施します。

岩村城跡景観対策事業

⑥体験プログラム「いわむら五っこ」事業

実施団体：いわむら体験プログラム実⾏委員会 ほか
実施内容：⼥城主の⾥「いわむら」を舞台とした体験プログラムを提供し
ます。詳しくは、ホームページ、パンフレットをご覧ください。

体験プログラム「いわむら五っこ」

恵那南高校の取り組み紹介 ６次産業教育-①
恵那南⾼校では魅⼒ある教育活動の⼀つとして、恵那市の特
産品である「栗」を素材とした６次産業教育を始め、2 年⽬を迎
えました。
恵那市栗栽培振興会会⻑である森川さんの圃場（栗約 2８0
本）を学習の場とし、指導していただきました。実習後、地元
で 6 次産業化を推進している（株）恵那川上屋さんより知識と
技術を伝授していただきました。
実践を通じて、地域や企業が求める⼈材の育成と学校の活性
化を図り、新たな産業の創出によるまちづくりに貢献すること
を⽬的とします。

（草刈り作業の様子）
（草刈り作業の様子）

（恵那川上屋様の講義）

６次産業とは
農林業(1 次産業)、製造業(2 次産業)及び⼩売業(3 次産業)を組み合
わせた新しい経営形態を 6 次産業といいます。
（１×２×３＝６）
農業を続けながら利益を上げ、それぞれの⼟地の資源を有効に活⽤
することで、地域活性化にもつながると期待されています。

問合せ 恵那市 教育委員会 教育総務課 TEL：26-2111（内線 464）加藤（武）・近藤

25 周年 第４９回「岩村町⺠ゴルフ⼤会」が開催されました
25 年間連続して開催されている「岩村町⺠ゴルフ⼤会が」去る５⽉ 24 ⽇（⽔）いわむらカントリークラブにて開
催されました。四半世紀にわたるこの⼤会は、いわむらカントリークラブがオープンすると同時に時の深萱町⻑の発
案でゴルフを庶⺠の健康スポーツとして広めようと企画され、年 2 回を連続開催されてきました。次回秋の⼤会は記
念すべき第 50 回⼤会となるため、実⾏委員会では是⾮多くの⽅々の参加をお願いしたいと呼び掛けて⾒えます。
【総合優勝】
⼥城主杯 加藤 晴彦さん NET 70.0
【部⾨賞】
会⻑賞（７０歳以上の部）宮原 博さん
理事⻑賞（６０歳代の部）後藤 孝さん
レディース賞（⼥性の部）河合 聡美さん

NET 73.2
NET 71.6
NET 74.8

第 50 回⼤会の予定⽇
平成 29 年

10 ⽉ 17 ⽇（⽕）

いわむらカントリークラブにて
後藤孝さん

加藤晴彦さん

河合聡美さん

募集：明鉄岩村駅を「市⺠駅」として開業する スタッフを募集しています
【⽬的】岩村の観光⽞関⼝である岩村駅を市⺠の⼿で管理し、盛り上げ、活性化を図る為
【条件・要項】
（１）60 代の男性で、簡単なパソコン操作ができる⽅
（２）乗⾞券の発売と駅管理業務・観光案内等
（３）週２回程度で 10 時から 16 時まで
（４）男⼥数名のローテーション勤務
（５）⽇当・⼿当は、岩村市⺠駅管理規定による
申込み／問合せ
リニアまちづくり明知鉄道沿線住⺠委員会
連絡先（携帯電話）090-5607-2978

藤井

宮原博さん

いわっこ元気だより！

今⽉は

岩村こども園

遊びや仕事で自己肯定感を！

端午の節句．菖蒲を持って、「いざ勝負！」

146 名のこども達と 21
名の先⽣、みんな元気に新
年度をスタート！
「みんなちがってみんない
い！」
「こどものやる事には
訳がある！」を⼤事に遊び
や、仕事を通して、⽣きる
⼒を育てていきたいと思っ
ています。

園庭には、みんなで植えたきれいな花が咲き、種から撒いたキュウリの双
葉や落花⽣の芽も出始めました。ミニトマトや、ジャガイモにニンジン、⼩
さな⽥んぼの⽥植えもしたし、ブルーベリーの収穫も楽しみに⽔をやり続け
るこども達です。今年も富⽥の服部さんのご好意でさつま芋の苗を植えさせ
て頂きました。園庭での、泥んこ遊びや、運動遊びと共に地域の⽅々にもお
世話になりながら、沢⼭の取り組みがこどもを成⻑させてくれています。

いわっこクラブ活動紹介

富⽥会館へ春の親⼦遠⾜

さつま芋の苗付け、秋が楽しみ

いわっこクラブ今年度の活動がスタートしました！

地域のみなんさん！よろしくお願いいたします。
【①親⼦で安全研修】
5 ⽉ 15 ⽇の第１回は、はじめの会と親⼦で安全研修を⾏いました。
地震や事故があった時にどうしたらよいかを安全管理員さんに教えてもらい、学校のＡＥＤはどこにあるのかをみん
なで確認しました。いわっこのみんなは真剣に話を聞くことができ、これからの活動が安全に楽しく過ごせるように、
指導員さんに参加の仕⽅やルールについて教えてもらいました。

【②昔ながらの⽥植え体験】
5 ⽉ 20 ⽇、城下町ホットいわむらと共催の⽥植えが⾏われました。
5 ⽉なのに夏⽇で⼤変暑い⽇でしたが、⼀般の⽅も含め 80 名以上の参加があり、とても賑やかでした。
家族や友だちと⼟の感触を確かめながら植えることができ、終了後は富⽥地区の鯉のぼりイベントに参加するため、
いわっこクラブお⼿製の鯉のぼりをつくりました。鱗（うろこ）の部分には⼦ども達の将来の夢が書かれています。
苗の成⻑とみんなの成⻑を願い、富⽥の⻘空に 3 匹の鯉のぼりも加わり泳ぎ始めました。

お問い合わせ

恵那市 教育委員会 ⽣涯学習課

電話 26-2111（内線 474）

専⽤ダイヤル

090-4400-0771

１
恵那市観光協会岩村⽀部からのお知らせ

「⼥城主ものがたり列⾞」が発⾞しています!!
〜超おとくなツアー、明知鉄道｢恵那駅｣から観光ガイド付きで岩村散策〜

お得なツアーのご案内
お友達などに、是⾮、
ご紹介ください

観光協会では、６⽉１⽇から７⽉２２⽇まで「⼥城主ものがたり列⾞」を運⾏しています。
観光ガイドが、明知鉄道｢恵那駅｣から乗⾞し、⾞中で「⼥城主ものがたり」を説明します。
また「岩村駅」で下⾞し、ガイドと共に岩村城下町や岩村城跡を散策し、解散します。
超お得なツアーですので、家族、友⼈、親戚など、ぜひグループで乗⾞してみませんか。
〇毎週⽔・⽊…岩村城下町散策コース(11 時 40 分頃解散) ⼤⼈ 1,500 円、⼩⼈ 800 円
〇毎週⾦・⼟…岩村城下町＋岩村城跡散策コース(午後１時頃解散)

⼤⼈ 1,700 円、⼩⼈ 1,000 円

《受
付》9：45〜10：00 〈10：12 発 明智⾏きに乗⾞〉
《集
合》明知鉄道｢恵那駅｣改札⼝前
《申 込 先》恵那市観光協会（☎ 2５-4058）※2 ⽇前まで
《定
員》25 名（最少催⾏⼈員 1 名）
《料⾦に含まれるもの》
▽明知鉄道⼀⽇フリー乗⾞券(1,380 円)
▽観光ガイド
▽「おとくーぽん」
（600 円相当）=クーポン券
※岩村の特産品などを、３店舗でゲットできる
▽「⼥城主の⾥ オリジナルタオル」（⾮売品）
▽お茶(地元の冷たいお茶のペットボトル)
まち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)

いわむら歴史再発⾒ vol.36
明叔慶浚と遠⼭景前

⼤円寺はすごいお寺だった

TEL/FAX 43-3231

その３

天⽂３年（1534）
、岩村城主遠⼭景前は、臨済宗妙⼼寺
派の名僧明叔慶浚（みんしゅくけいしゅん）を招いて、富
⽥の⼤円寺を再興しました。この出来事は、菩提寺が復興
されたということにとどまらず、遠⼭岩村⽒がこの地の覇
権を確⽴していく過程で、たいへん意味のあることでし
た。今回はこの点を明叔の側から紹介します。
明叔は、三⽊⽒（下呂市萩原を拠点とし天正年間には⾶
騨国の戦国⼤名になる）出⾝といわれ、臨済宗妙⼼寺派の
⾼僧景堂⽞訥に師事して修業を重ね、⼤永８年（1528）
には総本⼭妙⼼寺の住持に登りました。同時期に愚渓寺
（可児郡御嵩町）を再興してここを拠点に活動し、天⽂３
年には⼤円寺を再興、以後は出⾝地の禅昌寺（下呂市萩原）
と合わせて三ヵ寺を往来するようになります。三ヵ寺の住
持を事実上兼務していたといえるでしょう。そして、天⽂
10 年（1541）には駿河の臨済寺と甲斐の恵林寺に⼊り、両寺を臨済宗五⼭派から妙⼼寺派へ転派させています。
ここにあげた寺院は、いずれもその国の有⼒寺院で、愚渓寺は美濃守護代斎藤⽒、禅昌寺は三⽊良頼、臨済寺は今川義
元、恵林寺は武⽥信⽞が帰依していました。明叔はこれらの寺院を通じて多くの情報を得ていました。『明叔録』という
法語集には、各地の僧侶と明叔との間の⼿紙がたくさん収録されています。例えば、太原崇孚（雪斎和尚）の⼿紙には今
川義元の出陣計画が書かれているものがあります。今川⽒の軍事機密が明叔に流れているのです。
明叔は広い範囲を⾏き来し、妙⼼寺派の⻑⽼の⼀⼈として、各地の僧侶のネットワークの要となっていました。そこで
得られた情報は、⼤円寺の⼤旦那である遠⼭景前に逐⼀伝えられたことでしょう。景前は、⼤円寺を妙⼼寺派として再興
し明叔を迎えたことで、いち早く武⽥信⽞や今川義元、斎藤道三などの戦国⼤名の動向をつかむことができました。情報
を制することによって、他の遠⼭⼀族や周辺の国衆よりも優位に⽴つことができたのです。
明叔は天⽂ 21 年（1552）に⽰寂しました。その役割は弟⼦の希庵⽞密に引き継がれます。
（恵那市職員 三宅唯美）

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 6・7 ⽉の予定をお知らせします
○美容・健康トレーニング（⼀回５００円） 予約不要

６⽉２８⽇(⽔)
７⽉ ５⽇(⽔)
７⽉１２⽇(⽔)

福祉センターへ
お越し下さい(^0^)／

１３：３０〜１５：００
１３：３０〜１５：００
１３：００〜１５：００

○親⼦遊びの場 （毎週⽕曜⽇）

６⽉２０⽇(⽕)
７⽉ ４⽇(⽕)
７⽉１１⽇(⽕)

歌って・踊って遊ぼ
おやつ作り
リズム遊び・読み聞かせ

○いっしょにいこまい会

６⽉２３⽇(⾦)

１０：３０〜１２：３０
こども園園児との交流会・⼈形劇観劇（クレヨン）

（親⼦遊びの場・リズム遊び）

要予約（昼⾷有ります） 参加費:３００円

※岩村町にお住まいのおおむね 65 歳以上の⽅なら参加出来ます。

○三世代交流⼤会（⽵とんぼ作り・うちわ作り・紙⼯作）

７⽉１５⽇(⼟)
場

９：３０〜１２：００ （ 受付 9：00〜 ）
所：岩村コミュニティセンター ⼤ホール

要予約

6/2〜7/7 ( ＰＭ：5：00 迄 )

参加費：２００円（保険込み）

☆☆☆最後に⾃分の作った⽵とんぼで「⽵とんぼ⾶ばし⼤会」を⾏います（豪華景品が当たります）☆☆☆

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
当校の中学部と⾼等部の⽣徒たちが、５⽉２⽇に町内の様々な場所へ
ハイキングに出かけました。⼼地よい⽇差しの中、クラスごとに ⽬
的地を⽬指して町内の街並みや⽥園⾵景等を楽しみました。

「ボランティア講座」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地域活動への参加の充実を⽬指し、⼦ど
もたちの理解者や⽀援者の輪を広げることを⽬的として、この講座を開
講します。参加ご希望の⽅や関⼼がおありの⽅は担当者までお気軽にお
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２９⽇（⼟）

夏まつり

9:00〜12:00

（遊びのコーナー補助等）

恵那特別⽀援学校
体育館 1 階ピロティ等

９⽉

９⽇（⼟）

⾼等部体育⼤会

恵那特別⽀援学校
グラウンド等

9:00〜16:00
※担当者

（器具の運搬，⽚付け等）
渉外部

⼩栗輝久

ＴＥＬ：0573-43-4857

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION

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

コミセン周辺の清掃作業が実施されました

５⽉２８⽇（⽇）午前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５５名によって、
コミュニティセンター駐⾞場や周辺の清掃作業をして頂きまし

【岩村町の今月の人口】

た。草が伸びていましたが、⼤変きれいになりました。ありが

〇第２次恵那市総合計画地域計画（岩村地域自治区）

とうございました。今年はこのあと２回の清掃作業を予定して

キャッチフレーズ

いますので、またよろしくお願いします。

消滅しないぞ「いわむら」

「古本リサイクル市」のお礼について

H 29年6月

前月

前年

去る 5 ⽉ 21 ⽇（⽇）に開催しました古本リサイクル市は沢⼭の⽅

総数

5,067 ⼈

（

0 ）〈

▲ 83 〉

にご来場していただきありがとうございました。おかげさまで２９

男性

2,450 ⼈

（

▲ 1 ）〈

▲ 28 〉

０冊ほどお持ち帰り頂き、本の有効活⽤が図られました。今後も岩

⼥性

2,617 ⼈

（

1 ）〈

▲ 55 〉

世帯

1,867 世帯 （

0 ）〈

▲ 18 〉

村ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ図書室に気軽に⽴ち寄って、是⾮ご利⽤ください。

（

）内は前5⽉との⽐較〈

〉は前年同6⽉⽐

6 ⽉・7 ⽉の主な岩村コミュニティセンター使⽤予定
６⽉ 17 ⽇（⼟）⾔志四録講読会
７⽉ 15 ⽇（⼟）乳幼児期の家庭教育学級いわむら・三世代交流会・特別公開講座、恵那ことぶき結婚相談所

家庭教育指導員の先⽣による、エプロンシアター。そして、夏の⾵物詩「⼿作りうちわ」
「プラコップ⾵鈴」を作るよ！
お⽗さん・おじいちゃん・おばあちゃん・ご兄弟の参加も⼤歓迎！！

７⽉ 15 ⽇（⼟）午前 10 時〜12 時

⽇ 時：平成 29 年

場 所：岩村コミュニティセンター １階 和室
持ち物：汚れてもよい服装・タオル・持ち帰り⽤の袋
対象者：乳幼児期のお⼦様をお持ちのご家族

【お問い合わせ・お申込み】
：岩村コミュニティセンター ℡４３-３７２２
【お申込み期限】
：29 年７⽉７⽇（⾦）午後５時まで
【お申込み⽅法】
：下記のお申込み⽤紙に必要事項を記載の上、窓⼝までお持ちください。

乳幼児期の家庭教育学級いわむら
７⽉ 申込み⽤紙 申込⽤紙
乳幼児期の家庭教育学級いわむら7⽉
ふりがな

保護者氏名

住

所

ふりがな

保護者氏名

TEL

ふりがな

手作りうちわ

お子様氏名
希望

ふりがな

お子様氏名
ふりがな

コース

手作り風鈴

お子様氏名
※申込⽤紙は、コピー⼜は切り取りして提出」してください。
（コースには〇をつけてください）

