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広報いわむら

ホットいわむらだより

＊12/16 下田歌子賞
＊12/2・12/3 トラクターイルミネーション
＊（募集）まちづくり活動補助金
＊岩村町地域路線のあり方検討委員会からのお知らせ

賑わう町並み！いわむら城下おかげまつり開催

11 ⽉ 5 ⽇（⽇）、秋の⼤賑わい市「いわむら城下おかげまつり」が晴天のもと開催され、13,000 ⼈のお客様
にご来場を頂きました。今回が初めての企画で、ミニ SL「おかげ列⾞」の試乗会には⻑蛇の列ができ、⼦ども
達の歓声が響き渡りました。また、恵那⾼校の演劇部のみなさんが⼥城主を題材とした劇を披露してくださり、
多くの観光客の⽅々が、⾜を⽌め、⾒⼊っている様⼦でした。
詳しくは、裏⾯もご覧ください。
佐藤⼀斎

今⽉のひとこと（11 ⽉）

⼀斎先⽣が⾔われました
「私は聖⼈孔⼦様を崇敬し、学問でも道徳でもこの世で第⼀等の⼈間になろうと常に志を抱き
努⼒している（⾔志録１１８）。そして、孔⼦様の⾔⾏録『論語』を何度も繰り返し読み、⾃分
の修養に充てながら多くの⾨⼈にも講義を続けたが、今⽉はその論語の最後に『礼を知らざれ
ば、以(もっ)て⽴つこと無きなり』という⾔葉を岩村の皆さんに差し上げたいのう。⼦どもには
『挨拶せよ！挨拶しましょう！』と⾔いながら挨拶ひとつ出来ない⼤⼈が結構いるのには驚き
だね。きちんと挨拶ができる⼈にこそ役職を与えたいものだ。」
【NPO 法⼈いわむら⼀斎塾】

2017 いわむら城下おかげまつり協賛⾦ご協⼒の御礼
「いわむら城下おかげまつり」を無事終えることができましたのも皆様のご⽀援あってのことと、本委員会
⼀同⼼より感謝申し上げます。
開催に際し、多くの皆様から協賛⾦のご協⼒を頂きました。皆様⽅の温かいご⽀援に深くお礼申し上げま
す。ここに本イベントへのご協賛⾦実績を下記のとおり、ご報告させて頂きます。
⽇頃は、城下町ホットいわむらの活動にご理解ご協⼒ありがとうございます。
いわむら城下おかげまつりは、天候にも恵まれ、⼤勢の⽅にご来場いただき⼤盛況のうちに無事終えることがで
きました。
このまつりが、いつまでも賑わいのあるまつりでありますように、実⾏委員⼀同これからもがんばっていきたい
と思いますので、今後ともみなさまのご指導・ご協⼒をよろしくお願いいたします。
本当にありがとうございました。2017 いわむら城下おかげまつり実⾏委員会 委員⻑ 松浦 史和

協賛⾦

合計

投げ餅

61 件
2升

115,000 円

恵那市消防団岩村分団

ご協賛いただきました皆様のご芳名を下記に掲載し、ご報告とさせていただきます。
協賛⾦ご芳名（順不同・敬称略）
紀岡伸征、⼭丸屋商店、⼩栗礼⼦、⽥中清明、⼭上哲司、鷹⾒利夫、⻄尾精⼆、⼭本耕嗣、
藤井輝彦、伊佐地陽⼀、みつば、和⾵れすとらん かわい、キッチンゆら まるきん、やなぎや、⿃
兵、村⽥美容室、道楽、弘法屋、蕎⻨屋ゆい、かんから屋、
（有）松浦軒本店、清楽寺、花林、バイ
ク⼯房 岩⽉、東美濃農業協同組合岩村⽀店、岩村郵便局、エコノ中垣、うめしょう、港屋、スポー
ツショップニシオ、安藤⽣花店、きままや、両楽、居酒屋 殿、深萱商店、松浦軒本店、
岩村醸造（株）、メガネ・時計・補聴器の藤井、⽔野薬局、靴のカトウ、とみながや、⽮野書店、お
よねさんの店城下町店、浅井屋、塩並⽊、安藤⽣花店、⼤⿊屋、エコー⾐料品店、やすだや、
⼭⼝ラジオ店、どたいち、京屋家具店、かめや菓⼦舗、五平餅みはら、和ヌマダ洋品店、みづの、あ
しざわや、松浦軒本舗、鈴⽊順治商店、タックメイト松屋、

2017 いわむら城下おかげまつり写真館

和太⿎共演：⼥太⿎

防⽕パレード

県⽴恵那⾼校演劇部による「⼥城主」

おかげ列⾞

岩村駅前おかげライブ 2017

ゆかりの郷：⻄尾市

お知らせ：
トラクターイルミネーション in 富⽥
12 ⽉２⽇（⼟）、３⽇（⽇）ふるさと富⽥会館にて、
「トラクターイルミネーション in 富⽥」が開催されま
す。今年も、トラクターなどがたくさんの電球で彩ら
れます。寒さのなかにホッとするイルミネーションの
明かりオブジェを是⾮ご覧下さい。
12 ⽉ 2 ⽇（⼟）は、JAZZ（ジャズ）の⽣演奏や⼤
道芸⼈オマールえびさんがパフォーマンスを披露して
くれます。
両⽇ともに、たこやきや焼き⿃などの温かい⾷べ物
の販売予定あり。⼩⾬決⾏。
【⽇時】平成２９年

12 ⽉ 2 ⽇（⼟）

18:00〜22:00
平成２９年

12 ⽉ 3 ⽇（⽇）

17:00〜20:00

【問合せ】なんか楽しいことやろまいか！！とみだ
代表：⽚桐祐介（090-9943-4390）

【お願い】当⽇、イルミネーション購⼊の寄附を受け付けています。

BOND フェス in いわむら
11⽉12⽇（⽇）、岩村コミュニティセ
ンターを会場に「BONDフェスinいわむ
ら」が開催されました。（恵那市後援）
この催しは、恵那の若いお⺟さんを中
⼼とした団体「BOND(ボンド）」が主催。
クリスマスリースづくりやおもちゃづ
くりなどのワークショップ30店舗が出
店し、ユンボの運転体験やフードコーナ
ーもあり、親⼦連れを中⼼に、約1,200
⼈の来場がありました。
⼦どもたちに楽しんでもらうこと、若
いお⺟さん達のチャレンジの場所という
２つの柱を⽬的に開催され、会場内は⼦
どもたちの笑い声が響き渡り、活気に満
ちあふれた空気感が会場を包みました。
体験プログラム「いわむら五っこ」か
らも６店舗が出店しました。

〜恵那のおもしろ楽しいヒト・コト・モノが集合〜

恵那南⾼校の取り組み紹介
６次産業教育 加⼯作業・販売実習
恵那南⾼校では魅⼒ある教育活動の⼀つとして、地域の
特産物である「栗」を素材とした６次産業教育を⾏ってい
ます。
5 ⽉には「草刈り作業」、7 ⽉「夏季剪定作業」、8 ⽉
「収穫ネット設置作業」、9 ⽉「収穫作業」を⾏いました。
そして 1 年⽣は栗の渋⽪むきに苦戦しながらの⽪むき作
業を⾏いました。
（1 年⽣⽪むき作業）（2 年⽣加⼯作業）
2 年⽣は恵那川上屋さんの指導で、1 年⽣がむいた栗でシ
ロップ煮を作り、3 年⽣は商品の試作を⾏いました。
3 年⽣は 11 ⽉ 26 ⽇までの⼟⽇祝⽇に、明智の浪漫亭
カフェで販売実習を⾏います。

「モンブランケーキ」「ロールケーキ」「栗タルト」を販
売します。是⾮お越しください。

（お知らせ）市⻑と語るまちづくり懇談会
下記の⽇程で開催されます。
◯⽇時

平成 29 年 11 ⽉ 27 ⽇（⽉）19:00〜20:30

◯場所

岩村コミュニティセンター２階

⼤会議室

平成 30 年度
恵那市地域のまちづくり活動補助⾦事業の募集について
平成 28 年度から、恵那市では新たに地域⾃らが地域計
画の理念に基づき、地域課題の解決に向けたまちづくりを
推進するとともに、地域資源を⽣かした魅⼒ある地域を形
成し発展させていくために取り組むソフト事業活動に対
して最⾼額 50 万円までの助成⾦を交付することで地域⾃
治⼒の向上を図る取組を始めています。
この助成制度における次年度（平成 30 年度）の岩村町
内での多様な地域的なまちづくり活動について募集を⾏
います。現在、
「防災⼒の向上事業」、
「おかげまつり」、
「ひ
なまつり」等を申請していますが、こんな事業を⾏いたい
等の希望が有る団体や組織の⽅は、是⾮計画を提案してく
ださい。町の運営委員会や地域協議会の審査・承認を得た
上、市に対し要望し審査・承認を受ける事となります。
募集締切 11 ⽉ 24 ⽇（⾦）
提 案 先 岩村振興事務所
提案書類 事業名、⽬的、主催団体名、代表者名、連絡
先、内容、事業総額、希望する助成⾦額
（様式は⾃由ですが⽬的・内容はできる限り簡潔に記
載してください）

実践⼥学園だより

〜下⽥歌⼦先⽣のご命⽇〜

１0 ⽉ 8 ⽇は、下⽥歌⼦先⽣のご命⽇です。護国寺（東
京都⽂京区）にある下⽥先⽣の墓前（乗政寺墓地と分⾻埋
葬）に、毎年、学園関係者が参拝を⾏っています。墓参の
後は、実践⼥⼦学園中学校⾼等学校（東京都渋⾕区）にあ
る⾹雪記念室（下⽥先⽣の雅号「⾹雪」から名付けられた
記念室で、学校の歴史、下⽥先⽣が皇室から下賜された品
などを展⽰）
、実践桜会会館（同窓会館）に移動し、それぞ
れに設けられた祭壇に⼿を合わせ、下⽥先⽣を偲びました。
また、⼤学・短期⼤学部の⽇野・渋⾕両キャンパスでも、
学⽣にあらためて下⽥先⽣の想いや功績を再認識してもら
うため、下⽥歌⼦研究所による資料展⽰やスライドショー
の投影を⾏いました。なお本学園では、ご命⽇のほか、毎
年 6 ⽉に関係者が岩村を訪れ、隆崇院での法要と乗政寺墓
地での参拝を⾏っています。下⽥先⽣を偲ぶとともに⼀年
間の学園の取り組みをご報告しています。
＊下⽥先⽣のお墓は、乗政寺と護国寺の 2 ヶ所に分⾻、埋
葬されています。
実践⼥⼦学園は、岐⾩県岩村町出⾝の下⽥歌⼦先⽣が「⼥
性が社会を変える、世界を変える」との信念のもと、1899
年（明治 32）年に創⽴されました。現在は、東京都渋⾕
区、⽇野市の 2 キャンパスで、⼤学、短期⼤学部、中学
校⾼等学校の学⽣・⽣徒約 6300 名が学んでいます。

井原理事⻑をはじめ、多くの学園関係者が参列

各キャンパスで下⽥先⽣の資料を展⽰

いわっこ元気だより！

今⽉は岩邑小学校

ふるさと岩村や家族のよさを
再発⾒できた⼟曜授業
10 ⽉ 28 ⽇の⼟曜授業では、「ふるさと岩村」や「親
⼦のふれあい」をテーマとした学習を各学年ごとに⾏い
ました。
１年⽣は「からすみだんご」作り、２年⽣は親⼦での
絵⼿紙教室、３・４年⽣は、筆⽂字や草⽊染めなどの体
験プログラム「いわむら五っこ」、５年⽣はＦＣ岐⾩のコ
ーチを招いた親⼦サッカー教室、６年⽣は⾔志祭〜佐藤
⼀斎祭〜に参加しての群読発表を⾏いました。
岩村に昔から伝わるものを⾃ら体験したり、岩村の地
域講師の⽅々から教えていただいたりする中で、⾃分た
ちのふるさとと岩村をより⾝近に感じることができまし
【6 年⽣「⾔志四録」の群読】
た。また、親⼦で⼒を合わせての作品を作ったり、体を
動かしたりする中で、親⼦で⼀緒に活動することの楽し
さを感じることができました。
そして、６年⽣は、佐藤⼀斎先⽣の「⾔志四録」の群
読の英語を交えての発表では、児童たちがふるさと岩村
の先⼈から学んだことを堂々と発信することができまし
た。
今年度２回⽬の⼟曜授業は、児童にとって、普段、教
室の中では学ぶことができない貴重な学びの場となりま
【1 年⽣「からすみ作り」】
【五っこ：筆⽂字教室】
した。それとともに、岩村の地域の⼒を強く感じた⼟曜
授業でした。この場を借りて、今回の活動に携わっていただいた皆様に感謝を申し上げます。

いわっこクラブ活動紹介
【お楽しみのおやつ作り！】
10 ⽉２⽇（⽉）の活動は、恵
那市⾷⽣活改善推進協議会の皆
さんを講師に招き、⼦どもたち
の⼤好きなʻみたらしだんごʼを
作りました。
さぁ、調理開始！⽔と⽶粉をフライパンで混ぜ、
⽕にかけながら煉るのはとても⼒のいる作業でし
たが、交代したり上級⽣の⼦が⼒を貸したりと、
みんなで協⼒して作ることが出来ました。その後、
１⼈７個の団⼦を丸めて蒸し、⽢だれときな粉を
かけてできあがり！⾃分で作ったみたらしだんご
の味は格別だったようです。講師の⽅に⾷育の紙
芝居も読んでいただき、さらに楽しい時間が過ご
せました。
調理は毎年みんなが楽しみにしている活動の
ひとつです。調理体験や⾷育をとおして達成感
を感じ、帰る頃には⼀歩⼤⼈になったようにみ
えました。これを機会にお家でも⾷への興味が
⾼まるとよいですね。
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

岩村町地域路線のあり方検討委員会からのお知らせ

バス路線の再編を検討しています
岩村町地域路線のあり方検討委員会では、高齢者を含む交通弱者の方々が利用しやすいバスの検
討を重ねています。再編案として、予約により最寄りの停留所から行き先まで運行するデマンドバスを
考えています。今後、地域協議会へ提案し、来年10月からの運行を目指します。

明知鉄道
現行の自主運行バス
運行の例示

項目

デマンドバス

説明

事前に予約をして最寄りの停留
所から目的地まで乗り合いによ
り運行

運行

岩村町内を平日に運行

車両

普通車以上（セダン・ワゴン等）

運行時間

予約 （1日3往復程度の大ま
かなダイヤを設定）

運行日

平日（月～金）

乗車場

地域に細かく設定したバス停

行き先

お店、診療所、金融機関、駅、
振興事務所

運賃
その他

範囲：町内全てとする

バスとタクシーの中間の額
明知鉄道に接続する

降車場：買い物、診療所、駅、振興事務所、郵便局等

乗車場：地域に細かく設定

ことし5月、恵那市から岩村地域協議会に、恵那市地域公共交通計画に基づき、岩村町のバス路線つい
て検討の依頼がありました。協議会では、岩村町地域路線のあり方検討委員会（以下検討委員会。）を立ち
上げ、交通事業者を招き説明を受けるなど5回の検討委員会を実施してきました。
検討委員会では、既存バスのルートを増やすため町内を2地区に分けて隔日運行する方法や、バスの替
わりにタクシー券を配布する方法などを検討してきました。
既存バスのルートを増やす方法では、隔日運行による利便性の低下や経費に見合う利用の増加が見込め
ないこと、タクシー券の助成では、対象者にタクシー券を配布するのは福祉施策としてならば良いが、誰もが
利用できる公共交通では適当でないとの意見もあり、デマンドバスが当地域に適した運行方法となりました。
再編案では、岩村診療所や買い物、
金融機関、振興事務所、岩村駅で明
知鉄道の乗り継ぎなど、町内移動には
〜地域路線再編案にご意⾒を〜
デマンドバスを利用していただこうと考
岩村町の地域路線について、意見を募集しています。
えています。
記
期 間 平成29年11月15日（水）から12月1日（金）まで
★デマンドバスとは…
時 間 午前8時半から午後5時15分まで
路線バスとタクシーの中間的な位置にあ
意 見 振興事務所備え付け用紙、ファクス、電子メールで
る交通機関で、事前予約により運行する
という特徴があります。
①住所②氏名③電話番号④意見
また、タクシーとの差別化を図るため、行
を記入して提出してください。
き先等を限定する場合が多いです。
受 付 岩村振興事務所 ＦＡＸ４３－０１５９
Ｅ-mail iwamurashin@city.ena.lg.jp

恵那市観光協会岩村⽀部からのお知らせ
来年前期朝ドラ「半分、青い。」の岩村ロケ行われる!!
来年の４⽉２⽇から半年間放送される前期・連続テレ
ビ⼩説（朝ドラ）
「半分、⻘い。」の撮影が、岩村⻄町の商
店街、河川公園などで⾏われました。
撮影は東美濃市ふくろう町「ふくろう商店街」の設定
で、昭和４０年代、５０年代、６０年代の商店街を再現し、
１０⽉２３⽇から１１⽉１０⽇にかけて⾏われ、⻄町の
家々は、銭湯や⽇本料理店、⾃転⾞店、クリーニング店、
化粧品店、洋品店などに様変わりし、当時の商店街の雰囲
気を醸し出しました。これも地元住⺠の協⼒のおかげで、
台⾵の影響がありながらも撮影は無事終了しました。岩村
の地名等は⼀切放送されませんが、朝ドラのロケ地として
あらたな観光資源ができたことにより、旅⾏社からの問い
合わせも多く、今後の観光客誘致に弾みがつきました。
まち並みふれあいの舘内

「ふくろう商店街」となった西町一丁目

(⼀社)恵那市観光協会岩村⽀部(岩村町観光協会)

TEL/FAX

43-3231
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〜⾨の中で曲がる〜
皆さんはお城の弱点はどこだと思いますか。その城の⽴
地によって様々でしょうが、すべての城に共通する弱点が
⼀つあります。それは出⼊り⼝です。どんな厳重な構えの
城でも、⼈が出⼊りできなければ意味がありません。また
城は守るだけでなく、攻撃のときには中から⼤勢の兵を出
さなければならないので、それなりに⼤きな通路を造らね
ばなりません。そこで、出⼊り⼝には、通路を曲げてまっ
すぐ進めなくしたり（⾷い違い・枡形）、⾨を⼆つ連ねたり
（枡形⾨）、⼊り⼝の前に⼩さな曲輪を造ったり（⾺出）す

（上右）二ノ丸門

るなど、敵が攻め込みにくいように様々な⼯夫がなされて

（上左）俄坂門

います。前々回に紹介した⼀の⾨の⽯垣もその⼀つです。
さて本題です。写真をご覧ください。享保三年岩村城絵

（下）本丸埋門

図に描かれた櫓⾨です。上右は⼆の丸⾨でよくある櫓⾨で
す。⾨扉を開けるとまっすぐ⼆の丸に⼊ります。もう⼀つ
上左は俄坂⾨です。こちらも櫓⾨ですが、よく⾒ると異なる点がひとつあります。それは１階の側⾯に壁がないこと
です。俄坂を登り⾨をくぐって⼊ってきた⼈は、そのまま直進するのではなく、⾨の中で左に⼤きく曲がって城内に
⼊るようになっていたようです。
もう⼀つ同じような⾨があります。写真左下の本丸埋⾨です。⾨の中に⽯垣が描かれていてまっすぐに進めないこと
が分かります。こちらは⽯垣の上に櫓がすっぽりと被さる構造をしています。現地で⾒ると、⼆の丸に⾯して⾨扉を⽀
える鏡柱の礎⽯がありますが、そこを通って左に曲がるとそこにももう⼀組鏡柱の礎⽯があります。櫓の下が直⾓に曲
がる通路になっており、両側が⼆つの⾨扉でふさがれているのです。
俄坂⾨と本丸埋⾨は、櫓の１階部分の狭い空間で⽅向転換をしないと中には⼊れないようになっていたわけです。⼿
ぶらならともかく、武装した兵だったら、⼿に持った槍や旗指物が天井や側⾯の壁につかえてしまいとても⼊りにくか
ったと思われます。外観は普通の櫓⾨ですが、外からは⾒えない防御の⼯夫がされているといえるでしょう。
（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
１１・１２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
１１⽉２２⽇(⽔) 13:30〜15:00
１２⽉１３⽇(⽔) 13:30〜15:00

福祉センターへ
来て下さいね！

◯毎週⽕曜⽇には、「親⼦遊びの場」の開設
１１⽉２１⽇(⽕) 歌って遊ぼ
１２⽉ ５⽇(⽕) おやつ作り
１２⽉１２⽇(⽕） リズム遊び・読み聞かせ
◯福祉委員・⺠⽣児童委員合同研修会
１１⽉１６⽇（⽊）19:00〜
岩村福祉センター ２階
◯いっしょにいこまい会
１２⽉ ８⽇(⾦) 10:30〜
（リズム遊び・読み聞かせＨ29.10.17）
防災⼠なかつがわ会 講演
※岩村町にお住まいのおおむね６５歳以上の⽅なら参加できます。
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
10 ⽉ 19 ⽇（⽊）
・20 ⽇（⾦）に⼩学部６年⽣が
修学旅⾏に⾏ってきました。
⼀⽇⽬の「ナガシマスパーランド」では、あいに
くの⾬でしたが、事前学習で楽しみにしていた遊園
地内のアトラクションに乗ることができ、友達と楽
しい時間を過ごすことができました。ホテルでは、
温泉に⼊って⼀⽇の疲れをとり、ぐっすり眠りまし
た。
⼆⽇⽬の「名古屋港⽔族館」では、

【ナガシマスパーランド】

イルカショーやきれいな⿂たちを
⽬の前で観察することができ、友達
と感動や驚きを共有する体験する
ことができました。家族へのお⼟産
とたくさんのお⼟産話をもって、元
気に帰ってくることができました。

【名古屋港⽔族館】

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION

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

⽂化振興会サークル活動 ｢三味線 友楽会｣

図書室だより

去る、10 ⽉ 14 ⽇（⼟）永年にわたりサークル活動「友楽
会」に所属され、三味線演奏で⽂化振興の発展に寄与されま

◆新刊が⼊りました◆

した 伊藤義恵さんに感謝の意を表し、表彰を⾏いました。

・琥珀の夢上・下 ・ツナグ
・アキラとあきら･百貨店の魔法
・⼼がときめく３６５⽇の⾔葉
・⼈⽣を狂わす名著５０
・⼆千七百の夏と冬上・下
・往復書簡・花のれん など

伊藤さんは、なんと岩村コミュニティセンター（旧公⺠館）
建設当初からの⽣徒さんになります。嫁ぐ前まで岩村町新市
場にて過ごされ、現在は中津川市阿⽊にご在住です。
講師の藤本秀まる⽒のもと 90 歳になられても、懸命に三
味線の⽣涯学習をしておられることに頭が下がる思いです。
⻘少年育成町⺠会議主催

岩村⼦育て⽀援センター クリスマス会

おかげ祭り協賛「餅つき」
１１⽉５⽇（⽇）
、晴天の
空の下、
「岩村町おかげ祭
り」にて、恒例の⻘少年育
成町⺠会議ＰＲｲﾍﾞﾝﾄの餅
つきを⾏い皆様に参加して
いただき盛況の内に終了い
たしました。

１１⽉〜１２⽉
主な岩村コミュニティセンター使⽤予定

親⼦で楽しめるクリスマス会を開催します。むすび座さん
の⼈形劇を⾒たり、サンタさんが遊びに来てくれたりしま
す。ぜひ、ご参加ください。
◆と き 平成 29 年 12 ⽉ 14 ⽇（⽊）10 時〜11 時
◆ところ 岩村コミュニティセンター
◆対 象 市内在住か在勤の未就園児の親⼦
◆申込み 岩村⼦育て⽀援センター活動⽇もしくは⼭岡こ
ども園に申し込んでください。
◆申・問 ⼭岡⼦育て⽀援センター 電話 56-2255

11⽉21⽇（⽕）おもしろ歴史講座
11⽉22⽇（⽔）恵那市社会福祉協議会・⽂化振興会岩村⽀部
11⽉23⽇（⽊）みんなで・歌いましょう！
11⽉24⽇（⾦）恵那特別⽀援学校清掃作業・岩村の産業遺産「型紙」を活⽤した「型染」
・D-Smile（くわのみカフェ）
11⽉25・26⽇（⼟・⽇）Ｌ１ RALLY in 恵那 11⽉26⽇（⽇）沖縄カンカラ三線
11⽉27⽇（⽉）市⻑と語る会 11⽉28・29⽇（⽕･⽔）⽂化講演会
11⽉30⽇〜12⽉ 2⽇（⼟）岩⾢中学校合のつどい・
「ぴんしゃん」ウォーキング・
「デュークズ」ウォーキング
12⽉3⽇（⽇）マジック＆頭脳ﾘﾊﾋﾞﾘ健康講座・ピアノ発表会
12⽉5⽇（⽕）⼈権相談所・おもしろ歴史講座
12⽉7⽇（⽊）古布で素敵にリフォーム 12⽉8⽇（⾦）岩村の産業遺産「型紙」を活⽤した「型紙」
・無料法律相談所
12⽉9⽇（⼟）そば打ちにチャレンジ・
「ぴんしゃん」ウォーキング・
「デュークズ」ウォーキング
⾔志四録講読会・ピアノ発表会
12⽉10⽇（⽇）おいしいクッキング・ピアノ発表会
12⽉13⽇（⽔）優雅にフラダンス・農地相談
12⽉14⽇（⽊）乳幼児期の家庭教育学級（Xʼmas会）
・頭の健康チェック
12⽉15⽇（⾦）岩村の産業遺産「型紙」を活⽤した「型染」
12⽉16⽇（⼟）下⽥歌⼦賞式典

駐⾞場利⽤予定

11 ⽉ 17 ⽇（⾦）年末調整説明会
11 ⽉ 18 ⽇（⼟）岩⾢⼩中学校合同資源回収 ※⾬天順延、翌⽇
11 ⽉ 25・26 ⽇（⼟･⽇）⼥性ラリー
12 ⽉ 2 ⽇（⼟）岩⾢中学校合唱のつどい
12 ⽉ 14 ⽇（⽊）乳幼児期の家庭教育学級クリスマス会（午前）
12 ⽉ 16 ⽇（⼟）下⽥歌⼦賞式典
⾏事開催のため駐⾞場⼀⾯を利⽤いたします。ご迷惑をおかけ致
しますが何卒ご協⼒のほど宜しくお願い致します。

【岩村町の人口】
第２次総（岩村地域自治区）地域計画
キャッチフレーズ

消滅しないぞ「いわむら」

