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広報いわむら

ホットいわむらだより

＊５／５は半分青いロケ地「ふくろうまつり」
＊（お知らせ）岩村城跡清掃作業
＊（お知らせ）田植え体験参加者募集
＊ふくろうまつり

⽯室千体仏

７年に⼀度のご開帳

5/5

13:00 まで

7 年に 1 度のご開帳。７年に⼀度の拝観のチャンス。皆様はもうお参りされましたか？
⽯室千体佛は、今から 386 年前の 1632 年（寛永 9 年）に岩村城の鎮護と領⺠の安泰繁栄を祈願して建⽴さ
れました。浄⼟教 1,000 部を地中の深くに埋蔵し、その上に⽯室を設けて、1 体の⼤きな仏像を中⼼に 1,000
体の阿弥陀像が安置されています。
御開帳は５⽉ 6 ⽇（⽇曜⽇）午後 1 時までの期間中、いつでも拝観することができます。
佐藤⼀斎

今⽉のひとこと（5 ⽉）

⼀斎先⽣が⾔われました
「ＮＨＫの朝ドラ『半分、⻘い。』のロケ地になった岩村。⼤勢の⼈が岩村を訪ねてくれ、歴史と
⽂化の⾹り⾼い岩村のすばらしさを感じてもらえるとうれしいね。また、⼤河ドラマ『⻄郷どん』
も佳境に⼊って来たが、⻄郷隆盛は私が書いた『⾔志四録』
（全 1133 条）から 101 か条を抜書き、
愛読し、あの⼤⻄郷への基をつくったそうだ。
今、岩村の趣のある美しい町並みの中に、私の⾔葉が 200 枚くらい板に彫って懸けてあるが、あの中にも⻄
郷隆盛が選んだ⾔葉がおよそ 30 枚ほど刻まれているな。極めつけは、『そ事をすには、らく天にうるの⼼有る
を要すべし。
』（⾔志録３）かな？⾃分だけ良ければという私利、私欲を捨てることが⼤切だな。
【ＮＰＯ 法⼈いわむら⼀斎塾

四月二日から放送中のＮＨＫ連続テレビ小説「半分、青い。
」
に登場する架空の町 東美濃市ふくろう町 にちなんで
岩村本通り西町商店街を舞台に、ふくろうまつりを開催します。
町並みを昭和色に演出！
この日にあわせた昔懐かしい商店街の売出しもあります。

～昭和へタイムスリップ～

半分青い関連商品
どら焼き 松浦軒本店
かすてぃらすく(ﾀｲﾄﾙﾛｺﾞ許諾商品) かめや
キーホルダー(ﾀｲﾄﾙﾛｺﾞ許諾商品) ホットいわむら

昭和９３年（平成 30 年）
５月５日（土・祝）
午前 11 時から午後 3 時
場所：岩村本通り西町商店街
特別出店＆催し
昭和っぽい
洋服で
来場すると・・・
がらぽん１回

無料

駄菓子屋
昭和のレコード(半分古い)
メンコの展示
大衆食堂「葵」
ミゼット展示 など

写真は 2018.4.1 ふくろうまつりより

昭和風の服装でふくろう商店街へいらっしゃい！
水半名物販売店（アイスキャンディ、ラムネ、コーラ）
みはら（五平もち）
ヌマダ洋品店（紳士スラックス大放出）
ニシオスポーツ（スポーツシーズン到来、当店へ）
かんからや（草餅）
あしざわや（福を招く手作りふくろう）
松浦軒本舗（半分青いもっちり焼き）
城山（半分青いフォトギャラリー）
かどや（あげ焼き）
鈴木順治商店（特価品あります）
みづの（売り尽くし中）
やすだや洋品店（夏の装いへ!!ご来店お待ちしております）

【主催】恵那市観光協会岩村支部（問 0573-43-3231）【共催】西町ふくろう商店会、城下町ホットいわむら

お知らせ：
「半分、⻘い。」展 開催中！
〜鈴愛や律とツーショット〜

お知らせ：岩村城跡清掃作業（春）
皆様のご協⼒・ご参加をお願いします

４⽉２⽇(⽉)から、ＮＨＫ連続テレビ⼩説「半分、⻘い。」
⽇本百名城のひとつに選定された我
が放送されていますが、週刊視聴率調査はトップです（名
が町のシンボル「岩村城」は、昨年のＮ
古屋地区・ビデオリサーチ調査）。
ＨＫ⼤河ドラマ「⼥城主直⻁」や歴史秘話ヒストリア「戦
場の花嫁

愛に⽣きた⼥城主」放映の影響で、観光客が⼤

幅に増加しています。このため今年度も岩村城跡清掃作
業を実施します。訪れる⽅々に気持ちよく散策して頂け
るよう、皆様のご協⼒・ご参加をお願いします。
◯⽇時

5 ⽉ 13 ⽇（⽇）8：00〜（⼩⾬決⾏）

◯集合場所

岩村歴史資料館前

お知らせ：ホットな⽥んぼ「⽥植え体験」
ホットいわむらでは⼩学⽣を対象に
した⽶作りの⼤切さや故郷への愛着⼼
を育むため、毎年春の⽥植えと秋の稲
刈り体験を開催しています。今年も下
記の⽇程で⽥植え作業を実施します。
恵那市観光協会岩村⽀部では、９⽉２９⽇の放送終了ま 是⾮参加ください。参加費は無料です。
で、勝川家にて「半分、⻘い。」展を開催しています。
◯⽇時 5 ⽉ 19 ⽇（⼟）13:30〜15:30
展⽰は駄菓⼦屋のセットに使われた玩具やロケ⾵景の写
◯集合場所 ふるさと富⽥会館前
真七点、番組紹介のパネル九点、鈴愛の故郷「ふくろう商
店街」の撮影⾵景を伝える⼤型写真があり、⾒応え⼗分。
◯持ち物 ぼうし、⻑靴、⻑袖、タオル、お茶、⾬具
鈴愛や律の等⾝⼤パネルでツーショット写真も撮れます
◯申込み ホットいわむら事務局
よ！是⾮、ご来場ください。
電話 0573-43-2111（岩村振興事務所）

お知らせ：
「町内⼀⻫清掃」

毎年６⽉最初の⽇曜⽇は「町内⼀⻫清掃」です。
⾬天による中⽌の場合は、午前7時に告知放送でご案内
いたします。実施の有無及び作業内容は、⾃治会⻑さん
⼜は、環境委員さんに確認してください。

ひなまつり協賛の御礼
第 16 回「いわむら城下町のひなま
つり」では、皆様のご理解とご協⼒、
誠にありがとうございました。
開催に際し、町内の皆様をはじめ、
市内外の皆様からもたくさんの協賛
⾦・募⾦のご協⼒を頂きました。皆様
⽅の温かいご⽀援に厚く御礼申し上
げます。ここに、ご協賛⾦実績を下記
の通りご報告させて頂きます。
⼀般協賛⾦
45 件
募⾦箱
7 ヵ所
合計

175,000 円
33,522 円
208,522 円

ご協賛下さいました皆様のご芳名を下記に掲載し、御礼
にかえさせていただきます。
【敬称略】

⽇にち：平成30年6⽉３⽇ (⽇)
★臨時収集場所（草・⽊）

菅沼駐⾞場

受付時間：9:00〜11:00
★⼟砂臨時捨場

〇岩村町新柱地内旧残⼟捨場

受付時間：9:00〜11:00
★可燃ごみ（草・⽊以外）・不燃ゴミ
→振興事務所から配布されたごみ袋に⼊れて、各ごみ
収集⽇に地区のステーションに出してください
お問い合わせ：岩村振興事務所

電話

0573-43-2111

稲垣政紀(みよし市) 深萱安信 ⽥⼝康⼦ 加藤すみ
ゑ 遠⼭敦 清楽寺 ⼩⼭直江 細井健吉 勝川哲男
⽯川清 藤野ゆみ江(上⽮作町) 中根敏雄 平⼦隆彦
(瑞浪市) 本多(名古屋市) 吉村緑(中津川市) 吉村
清(中津川市) 吉村吉彦 ⾜⽴和重(瑞浪市) 加藤向
葵(可児市) 後藤天⾳･悠希(中津川市) 樋⽥敬 三園
了三 川原広⼦ 瀬⼾⽯油店 藤井時計店･藤時屋
(有)松浦軒本店 岩村醸造(株) エコノ中垣 喫茶ラ
ベンダー かんからや およねさんの店 あしざわや
やすだや洋品店 安藤⽣花店 とみながや スポーツ
ショップニシオ ⼩栗左官 ⼭丸屋商店 鈴⽊順治商
店 ⽵内左官 うめしょう 観光協会岩村⽀部事務局
匿名 3 件

１
（報告）伝説の隕⽯弁財天まつり

去る４⽉２２⽇（⽇）午前 10 時から岩村城のふもと城
址公園内に祭られている岩村城弁財天社の⼤祭が関係者の
出席のもと⾏われました。

１
（急募）昭和な物品探しています！
城下町ホットいわむらでは、NHK 連続テレビ⼩説「半
分、⻘い。」にちなんで、昭和の町並みを再現する「ふくろ
うまつり」等で展⽰する「昭和の物」を探しています。

昭和を感じられる物品をお持ちの⽅は、物品をお譲り頂く
か、お貸し頂けないでしょうか？
募集の要旨は以下のとおりです。
皆様のご理解とご協⼒をお願いします。
弁財天社の由縁は⽂化 14 年(1817)まで遡ります。その
年現静岡県藤枝市内にあった岩村藩領内に隕⽯が落下。直
ちに江⼾屋敷に送られ占いの結果、それは「弁財天の⽟」
ということで、岩村に移され岩村城⼭頂の⼆の丸に社を建
て永く領⺠をあげて祭礼が⼤々的に⾏われていましたが、
明治の神仏分離令等で神奈川県の江の島へ返宮されまし
た。平成元年「⽟」（⽟は現在、歴史資料館で保管）の発
⾒により江の島弁財天社から御分霊し頂き、再び⼥城主の
⾥に相応しい弁財天として祭られる事となりました。
⽇本でも珍しい隕⽯弁財天のご利益は、商売・弁⾆・⾳
曲・芸事・知恵です。皆さんも⼀度参拝してください。

実践⼥⼦学園だより

募集期間：平成 30 年５⽉７⽇（⽉）から当⾯の間
募集⽅法：下記の問合せ先までご連絡を頂きました後、城下
町ホットいわむらの会員が物品確認のためお伺い
します。確認の上、引き取りまたは借⽤をお願い
します。確認の上、引き取り等をお断りする場合
もありますので、予めご了承ください。
問合せ先：岩村振興事務所 近藤・平出 電話：43-2111
特に探している物
⾃転⾞・看板・ポスター・⾷堂等のテーブル・⾃動販売機

119 回⽬の創⽴記念⽇

5 ⽉ 7 ⽇は、実践⼥⼦学園の創⽴記念⽇です。
1899 年、下⽥歌⼦先⽣が、実践⼥学校、付属
慈善⼥学校、⼥⼦⼯芸学校、同付属下婢養成所の
４校について、東京府知事に設置認可を申請しま
した。付属の慈善⼥学校が他の三校にやや遅れて
申請を⾏い、５⽉の初めに四校揃って認可された
ため、5 ⽉ 7 ⽇をもって実践⼥⼦学園が正式に発
⾜しました。このうち実践⼥学校と⼥⼦⼯芸学校
は、何度かの学則改正を経ながら発展し、現在の
実践⼥⼦学園へと続いていきました。
今年で 119 回⽬を迎えた実践⼥⼦学園のはじま
りの⽇。⼀年後の 2019 年 5 ⽉ 7 ⽇（⽕）には創
⽴ 120 周年を迎えます。実践⼥⼦学園は、この記
念すべき⽇に、下⽥歌⼦先⽣の⽣誕の地である岩
村町にて「創⽴ 120 周年記念式典」を開催いたし
ます。岩村町の皆様と学園関係者とが創⽴ 120 周
年を共に祝い、絆を深めあう場となるよう準備を
しております。
詳細につきましては、創⽴ 120 周年記念サイト
でお知らせしますので、ぜひご覧ください。
実践⼥⼦学園創⽴ 120 周年記念サイト
http://www.jissen.ac.jp/120th

実践⼥⼦学園創⽴ 120 周年記念整備事業
にて建設された主な施設
実践⼥⼦⼤学渋⾕キャンパス
創⽴ 120 周年記念館

実践⼥⼦⼤学
⽇野キャンパス第 3 館

実践⼥⼦学園
中学校⾼等学校
「創⽴ 120 周年記念体育館」

１説明を
活動の

いわっこ元気だより！
今⽉は

岩村こども園

みんなでぶつかり合いながら育っていこう！
126 名のこども達と先⽣、
揃って平成 30 年を元気にスタ
ートした岩村こども園です。新
⼊園のこども達も、⽇に⽇に園
の⽣活に慣れ、⼤きいお兄ちゃ

4 ⽉ 7 ⽇は⼊園式でした！！

んやお姉ちゃんと⼀緒に園庭
での朝遊びを楽しめる様にな
ってきました。

砂や⽔でいっぱいあそぼ！

今年度より改正された「教育．保育要領」でも、乳幼児期
の遊び＝学びの⼤事さが前⾯に出ています。昨今、こども達
が⼈と繋がる難しさとそれにまつわる短絡的な事件や問題を
考える時、⾃分の本当の気持ちを安気に出しながら、友達に
寄り添ったり、少々の事は許し合える様な関係作りがとても
⼤事だと考えます。全⼒で遊びに取り組み、少々えらい畑作
り等にも⼒を合わせながら、この⼀年間、元気に頑張ってい
きたいと思います。地域の皆様には、⼤変お世話になります
が、岩村のこども園への御協⼒を宜しくお願い致します。

いわっこクラブ活動紹介
「新⼀年⽣対象の体験会を開催」

4 ⽉ 16 ⽇、新 1 年⽣を対象に、いわっこクラブ体験

会を⾏いました。
⾝体を思いっきり使って、元気いっぱい遊びました。
今年度も平⽇は岩⾢⼩学校、休⽇は富⽥の⽥んぼ、お
かげまつりが活動の場となります。
引き続き、活動をサポートしていただけるボランティ
アスタッフを募集しています。

年間スケジュール
活動⽇

内

容

5 ⽉ 14 ⽇（⽉）

はじめの会

5 ⽉ 19 ⽇（⼟）

⽶作り体験（⽥植え）

6 ⽉ 25 ⽇（⽉）

えのぐあそび

7 ⽉ 2 ⽇（⽉）

プチ運動会

7 ⽉ 23 ⽇（⽉）

キャンドルづくり

9 ⽉ 22 ⽇（⼟）

⽶作り体験（稲刈り）

10 ⽉ 1 ⽇（⽉）

おかげまつり準備

10 ⽉ 29 ⽇（⽉）

ネイチャーゲーム

11 ⽉ 4 ⽇（⽇）

おかげまつり参加

11 ⽉ 26 ⽇（⽉）

おやつ作り

12 ⽉ 10 ⽇（⽉）

昔あそび

1 ⽉ 21 ⽇（⽉）

おひなさまづくり

≪お問合せ先≫ 教育委員会⽣涯学習課（荻⼭） TEL26-2111

恵那市観光協会岩村⽀部からのお知らせ
第４回 ひなのフォトコンテスト⼊選作品発表!!
「第１６回いわむら城下町のひなまつり」の期間中に実施しました、
「第
４回ひなのフォトコンテスト」は、4 ⽉ 13 ⽇に審査会が⾏われ、139
作品の中から下記の⼊賞作品が決定し、4 ⽉ 28 ⽇、観光協会岩村⽀部
の渡会延彦⽀部⻑より賞状、賞⾦（特選、準特選）、岩村町の特産品、
NHK｢半分、⻘い。｣公認グッズが贈られました。
⼊選作品は、５⽉末まで勝川家にて展⽰されます。
「半分、⻘い。」展と共に「勝川家」にてぜひご覧ください。

特 選

かわいいおひなさま

東

孝

準特選

大きな内裏様

水野 公三

中津川市

準特選

ひな見る和装美人

青木

中津川市

準特選

おひなさまデート♡

加藤 美希

恵那市

入 選

黄昏どきのひな燈籠

大木 靖央

恵那市

入 選

たのしいひな祭り

猪子

多治見市

入 選

百年の装い

吉野 正伸

犬山市

入 選

しゃぼんとダンス

夏目

雅弘

土岐市

入 選

路上の灯火

足立 和重

瑞浪市

入 選

春の装い

金森 健次

可児市

入 選

ひなに見入る

吉村

清

瑞浪市

入 選

旧家のヒナ飾り

稲垣

新二

西尾市

入 選

ひなの旅

平子 隆彦

瑞浪市

入 選

パパと一緒

小澤 敏夫

中津川市

孝義

昇

特選「かわいいおひなさま」

瀬戸市

準特選「⼤きなお内裏様」

準特選「ひな⾒る和装美⼈」

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)

TEL/FAX 43-3231

いわむら歴史再発⾒ vol.45
〜続・⽯室千体仏〜

御開帳のときには幕が巡らされていてよく⾒えま

せんが、⽯室の壁⾯には、４⾯にびっしりと漢⽂が刻
まれています。寛保元年（1741）の⼤修理のときに
刻まれたものです。「美濃州岩村城⾢⼀⾊千体仏再営
記」と題され、意訳すると次のようなことが書かれて
います。
「寛永９年に岩村の藩主松代乗寿が⽯室を築き１千
体の阿弥陀仏を納めた。110 年を経て、⽯室が傾いて
隙間が出来、中の仏像も腐ってしまった。そこで、乗
寿を深く尊敬している今の藩主松平乗賢は、これを修
理することを思い⽴った。

⽯室に刻まれた碑⽂

これを聞いた本家の松平乗⾢は、乗寿は⾃分にとっても祖先であることから、協⼒して修理することにした。修理にあ
たって、阿弥陀仏は本尊１体、⼩仏１千体を新たに作って納めた。古い仏像は箱に⼊れて埋納した」
乗⾢はこのとき上総佐倉藩６万⽯を領し勝⼿掛⽼中（農財政の最⾼責任者）、乗賢も⻄丸⽼中として重きをなしてい
ました。乗寿は⼆⼈の曾祖⽗にあたります。
戦国時代には決して順⾵満帆ではなかった⼤給松平家にとって、関ヶ原合戦後の最初の采地である岩村は、⾶躍のき
っかけとなった第２の創業の地とも⾔える場所です。⽯室千体仏は、乗⾢にとってはそうした⼟地に曾祖⽗が残した数
少ない⾜跡の⼀つです。単に本家というばかりでなく、特別な思いを込めて援助をしたのかもしれませんね。
（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５⽉の予定をお知らせします

みなさま
福祉センターに
お越しください！

◯美容・健康トレーニング（⼀回５００円）
予約不要
5 ⽉ 9 ⽇(⽔) 13:30〜15:00
5 ⽉ 23 ⽇(⽔) 13:30〜15:00
※どなたでも参加できます。健康な体を保ちましょう！
◯毎週⽕曜⽇は、「親⼦遊びの場」の開設
5 ⽉ 8 ⽇(⽕) おやつ作り
5 ⽉ 15 ⽇(⽕) リズム遊び・読み聞かせ
5 ⽉ 22 ⽇(⽕) 歌って・踊ってあそぼ！

◯いっしょにいこまい会
ヤクルト健康体操（お腹の体操・ハンドマッサージ）
５⽉ 17 ⽇（⽊）10:30〜 要予約（昼⾷あります）
親⼦遊びの場：おやつ作り
会費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できます
問い合わせ：恵那市社会福祉協議会 岩村⽀所 原⽥・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
◯41 名の転⼊学者を迎えて⼊学式
しだれ桜の花が満開の４⽉ 10 ⽇（⽕）、⼩学部 12 ⼈、中学
部 10 ⼈、⾼等部 19 ⼈、合計 41 ⼈の児童⽣徒が転⼊学し、県
議会議員 ⽔野正敏様、市議会議員 堀井⽂博様、遠⼭信⼦様を
はじめ、30 名のご来賓の皆様にご臨席いただく中、滞りなく⼊
学式を⾏うことができました。全校児童⽣徒は 149 ⼈となり、
今年度も岩村の様々な施設や場所で教育活動を⾏いますので、よ
ろしくお願いいたします。
◯「ボランティア募集」のお知らせ
以下の⾏事で児童⽣徒の活動をサポートしていただくボラン
ティアを募集します。地域の皆様が、障がいのある児童⽣徒と⼀
緒に活動することで、特別⽀援学校を知っていただく機会になれ
ばと考えています。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。

〈新⼊⽣代表の宣誓〉

【実施⽇及び実施内容】
期
⽇
7 ⽉ 28 ⽇（⼟）
9:00〜12:00
9 ⽉ 8 ⽇（⼟）
9:00〜16:00

内
容
夏まつり(ＰＴＡ活動)
（遊びのコーナー補助等）
⾼等部体育⼤会
（器具の運搬，⽚付け等）

【担当者】

久保恭⼦

総合⽀援部

場
所
恵那特別⽀援学校
体育館 1 階ピロティ等
恵那特別⽀援学校
グラウンド等

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

乳幼児期の家庭教育「いわむら学級」のお知らせ
【当⽇参加 OK！！】
乳幼児期の家庭教育「いわむら学級」は、毎⽉ 1 回、０〜3 歳
のお⼦様をお持ちのご家族の⽅を対象に皆様にお集まりいただい
ています。
仲間作りと、
⼦どもを通して⼦育てや岩村地域との関わり⽅を学
んでいただくのを⽬標に活動をしています。
毎回、家庭教育指導員の先⽣といっしょに、お⺟さん同⼠、⼦ど
も同⼠よりよいコミュニケーションの場を提供し、
⼦育ての応援を
いていきます。皆様のお越しをお待ちしてます。
【乳幼児期の家庭教育「いわむら学級」の年間計画】
4 / 5（⽊）はじめましてしもだうたこです

内容：開級式、⾃⼰紹介、学級説明等、折り紙で簡単鯉のぼりづくり

5/31（⽊）トイレトレーニングサロン

内容：夏に向けてトイレトレーニングをどう乗り切るかを学びましょう

6 / 7（⽊）おじいちゃんとぼく「⾔志四録」を味わう 内容：絵本を通して「⾔志四録」を知ろう（佐藤⼀斎）
7/28（⼟）いわむら三世代の和

内容：⾳楽劇を鑑賞します
８⽉はお休み

9 / 6（⽊）⼦育て Q&A サロン

内容：⽇頃の悩みなどをサロン形式で相談しましょう

10/4（⽊）秋さんぽ

内容：地域の秋を親⼦でゆっくり散歩します

11/1（⽊）絵本の世界ブックトーク 内容：お家の中で過ごすことの多くなる冬を前に、本の選び⽅・楽しさを知ろう
12/6（⽊）良い⼦のところにサンタさんがやって来る 内容：クリスマス会
1/10（⽊）⼦連れ防災

内容：親⼦で防災について学びます

2 / 7（⽊）下⽥歌⼦を学ぼう 内容：岩村の先⼈第 2 弾 下⽥歌⼦⼥史より
3 / 7（⽊）皆さんありがとうお世話になりました 内容：閉級式、来年度の説明（予定表配布・学級申込み等）

岩村コミュニティセンター使⽤予定
(５⽉)
5 ⽉ 10 ⽇(⽊)
⼈権相談所
5 ⽉ 11 ⽇(⾦)
無料法律相談
5 ⽉ 11 ⽇(⾦)
いわむら歌声同好会
5 ⽉ 15 ⽇(⽕） 狂⽝病予防注射
5 ⽉ 19 ⽇(⼟)
ことぶき結婚相談所
5 ⽉ 19 ⽇(⼟）〜20 ⽇（⽇）
岐⾩県聴覚障がい者福祉⼤会
5 ⽉ 22 ⽇(⽕） D-スマイルカフェ
5 ⽉ 25 ⽇(⾦） 恵那保護区保護司会
5 ⽉ 26 ⽇(⼟） 岩村町戦没者遺族会追悼式
5 ⽉ 31 ⽇(⽊） 家庭教育学級

お願い

平成３０年４⽉ 1 ⽇現在の⼈⼝・世帯表
岩村町の⼈⼝が 5,000 ⼈を下回る
総数

4,976 ⼈ （▲32） 〈▲78〉

男性

2,404 ⼈ （▲16） 〈▲36〉

⼥性

2,572 ⼈ （▲16） 〈▲42〉

世帯

1,862 世帯

（▲4）

〈+6〉

（ ）内は前⽉との⽐較〈 〉は前年同⽉⽐
岩村町の⼈⼝の総数が 5,000 ⼈を下回りました。
平成 21 年４⽉１⽇現在では 5,467 ⼈でした。
この 10 年間で 491 ⼈（約 9.0％）減少してしまいました。

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にご相談ください。

