
   

   

 

 

 

 

 

 
                         

 
 

 

 

 

 

 

 

    
⼀斎先⽣が⾔われました      

「今⽉も⻄郷どんが選んでくれた私の⾔葉を紹介しよう。 
『遊惰（ゆうだ）を認めて以て寛裕（かんゆう）と為すこと勿れ。厳刻（げんこく）を認めて以
て直諒（ちょくりょう）を為すこと勿れ。私欲を認めて以て志願と為すこと勿れ。』（⾔志耊録） 
 遊び怠けている⼈を⾒て、ゆったりとし⼼が広い⼈だと⾒誤ってはいけない。他⼈を厳しく叱
る⼈を⾒て、正直で偽りのない⼈と思ってはいけない。私利私欲のために頑張っている⼈を⾒て、
志の実現に向っていると思ってはいけない。⼈を⾒るとき、⼈のためにしているか⾃分のために
しているかが決め⼿だね。」 

【ＮＰＯ 法⼈いわむら⼀斎塾】 

広報いわむら 

発行/岩村地域自治区運営委員会 
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＊岩村城址薪能 

＊7/28 城山清掃（夏） 

＊夏のイベント情報 

＊【消防市大会】岩村分団が準優勝！ 

佐藤⼀斎 今⽉のひとこと（７⽉）

2018.8.18 いわむら城址薪能 開催 

平成 30 年 8 ⽉ 18 ⽇（⼟）、岩村藩主邸跡（岩村歴史資料館前）にて、第 34 回いわむら城址薪能（たきぎ
のう）が開催されます。岩村城の歴史を⾒守ってきた⽼松を背景に演じられる「⽇本の伝統芸能」の醍醐味を
存分に味わうことができます。 

チケットは⼤⼈前売り 3,000 円（当⽇ 3,500 円）・中⾼⽣（前売り・当⽇ともに）1,000 円で、岩村コミ
ュニティセンター・恵那⽂化センター・恵那市観光協会岩村⽀部・チケットぴあ・ジョイセブンで好評発売中
です。平成 30 年 8 ⽉６⽇（⽉）19 時から岩村コミュニティセンターにて、能の所作や謡などの意味を知れ
ば、きっと 10 倍楽しく能が⾒られる！「能が楽しくなる勉強会」を開催します。是⾮、ご来場下さい！ 



      
         
第 34 回 

能「社
かき

若
つばた

」のあらすじ          
諸国を巡る旅の僧が三河の国にやってきま
す。沢辺に杜若（かきつばた）の花が今を盛
りと咲き乱れているのに⽴ちつくして⾒と
れていると、⼀⼈の⼥が現れます。ここが⼋
橋という杜若の名所だと教え在原業平（あり
わらのなりひら）が「唐⾐ 着つつ馴れにし
妻しあれば はるばる来ぬる 旅をしぞ思
う」と詠んだ故事について聞かせ、僧を⾃分
の庵（いおり）に案内します。⼥はそこで冠
と唐⾐を⾝につけ、⾃らが杜若の精だと明か
します。そして伊勢物語に描かれた業平の物
語や業平が歌舞の菩薩の化⾝であることを
語りながら舞い、夜明けとともに姿を消して
いきます。     

【演者】 
重要無形⽂化財総合指定保持者 ⽟井博祜他 

【番組】        
仕舞「⼸⼋幡」「砧」   能「杜若」  狂⾔「⿂説経」  能「天⿎」 

狂⾔「 ⿂
うおぜ

説経
っきょう

」のあらすじ          
摂津の国兵庫の浦の漁師が、殺⽣に嫌気がさ
し出家したが、俄坊主（にわかぼうず）には
経など読めるわけもなく旅に出ました。そこ
へ持⼊堂を建⽴した信⼼深い男が往持を探
しに現れ、俄坊主を連れ帰り、説法を頼みま
す。俄坊主はお布施欲しさに⿂の名前を並べ
て説法らしく語りはじめますが、男がそれに
気付き、怒り追い込んでいきます。     

【演者】 
重要無形⽂化財総合指定保持者 茂⼭千作他 

主催：いわむら城址薪能実⾏委員会 
後援：恵那市、恵那市教育委員会、恵那市観光協会岩村⽀部、恵南商⼯会岩村地域委員会、市⺠三学岩村委員会 
   城下町ホットいわむら  【お問い合わせ先：恵那市観光協会岩村⽀部 43-3231】     

※駐⾞場は恵那特別⽀援学校グラウンドをご利⽤ください（路上駐⾞はご遠慮ください） 

能「天
てん

⿎
こ

」のあらすじ         
中国、後漢の時代、王伯・王⺟という夫婦が
⼦どもを授かりました。天から⿎（つづみ）
が降る夢を⾒て授かった⼦なので、天⿎と名
付けました。その後、本当に天から⿎が降っ
てきて、それは美しい⾳⾊を奏で、その噂は
たちまち皇帝の⽿にも⼊りました。皇帝は⿎
を献上するよう命じましたが、天⿎はそれを
拒み、⼭中に隠れます。しかし、すぐに探し
出され、天⿎は呂⽔（呂⽔という川）に沈め
られ、⿎は召し上げられてしまいます。⿎は
誰が打っても⾳を発しません。そのため天⿎
の⽗・王伯が打つよう命じられ、王伯は⾃分
も罰せられることを恐れながら、我が⼦に思
いをはせ⿎を打ちます。すると美しい⾳⾊が
響き、感動した皇帝は王伯に褒美をとらせ帰
らせます。後⽇、管弦講（かんげんこう：⾳
楽を奏して⾏う仏事）の弔いを⾏うと、天⿎
の霊が現れ、⿎を打ち喜び舞を舞うのでし
た。     

【演者】 
重要無形⽂化財総合指定保持者 ⾠⺒満次郎他 

平成 30 年 

8 ⽉ 18 ⽇（⼟） 

場所：岩村城藩主邸跡 
（⾬天：岩⾢⼩学校体育館） 

      

チケット 
     
⼤ ⼈（前売）3,000 円 
⼤ ⼈（当⽇）3,500 円 
中⾼⽣    1,000 円   

好評発売中！ 



                                                            ０     

7 ⽉ 28 ⽇（⼟）⼟曜夜店＆ふくろう宵まつり 
岩村本通りを遊歩道にして“いわむら⼟曜夜店”が開催されます。 
楽しいアトラクションをご⽤意して、皆様のお越しをお待ちしております。 
第４回「ふくろうまつり」も開催！ふくろうまつり唯⼀の宵まつりです。 
【催し】ゲートボール、ダーツであそぼ、三⾓クジ、⾦⿂すくい、射的 
▽時間：19:00〜21:00 ▽場所：岩村本通り ▽主催：岩村町商店会       

８⽉４⽇（⼟）（いわむら夏まつり）⼤変装⾏列 
昭和 23 年に始まり 70 回以上の歴史？を誇る「いわむら夏祭り⼤変装⾏列」
が開催されます。町内ごとに町の歴史や世相などを題材とした変装⾏列を仕⽴
て、踊りやネタを披露するなどして、愉快に歩みを進めて⾏きます。 
▽時間：18:00〜 ▽場所：岩村本通り 
▽主催：いわむら夏祭り⼤変装⾏列実⾏委員会（問合せ：43-2636［商⼯会］）     

8 ⽉５⽇（⽇）（いわむら夏まつり）⼦どもみこし＆ふくろうまつり     
「⼦どもみこし」が岩村本通りを練り歩きます。 
みこしが終わると、参加者を対象とした抽選会や⿂つかみ⼤会があります！ 
参加対象は、⼩学⽣以下のお⼦様で、参加料はおひとり 500 円です。 
▽時間：12:30〜 ▽場所：岩村本通り 
▽集合：商⼯会岩村⽀所（問合せ：43-2636［商⼯会］）               

８⽉６⽇（⽉）（いわむら城址薪能）主演者と作者が語る学習会    
８⽉ 18 ⽇(⼟)に開催される「いわむら城址薪能」の演者である⽟井博祜さん
と、岩村の⼥城主を題材とした演⽬「覇王」の作者飯塚恵理⼈さんを岩村コミ
ュニティセンターにお招きして、能を楽しく⾒るための学習会を開催します。
▽時間：19:00〜 ▽場所：岩村コミュニティセンター 
▽主催：市⺠三学岩村地域委員会（問合せ：43-2111［岩村振興事務所］）           

8 ⽉ 13 ⽇（⽉）ザ・縁⽇＆ふるさと創⽣花⽕   
盆踊りやコンサート、バザーなどがある昔懐かしい縁⽇です。縁⽇のクライマ
ックスは、ふるさと創⽣花⽕。⾳楽に合わせて打ち上げられる「⾳楽花⽕」の
迫⼒を間近で感じることができます！ 
▽時間：15:00〜 ふるさと創⽣花⽕：20:20〜 ▽場所：岩⾢⼩学校 
▽主催：岩村城再建構想実⾏委員会 （問合せ：54-2902［恵南商⼯会］）                        

8 ⽉ 18 ⽇（⼟）いわむら城址薪能    
第 34 回いわむら城址薪能が、歴史資料館前広場にて開催されます。 
ゆるやかな薪（たきぎ）の灯りにに照らされて演じられる能・狂⾔は、⽇本の
伝統芸能の醍醐味を存分に味わうことができます。 
▽時間：（開場）16:30 （開演）17:30  ▽場所：歴史資料館前広場 
▽主催：いわむら城址薪能実⾏委員会 （問合せ：43-3231［観光協会］ 
      

９⽉ 1 ⽇（⼟）飯⽻電⾞道まつり 
地域活性化・交通安全祈願などを⽬的に、「飯⽻電⾞道まつり」が開催されま
す。楽しい催しがいっぱい！ 
▽時間：16:00〜20:30 ▽場所：三区公会堂周辺 
▽主催：飯⽻電⾞道発展会 （問合せ：090-1627-8296［三宅］）  

夏が来た！！ 怒濤のイベントカレンダー！！ 



          
お知らせ：城⼭清掃ボランティア募集 

まちのシンボルをみんなで綺麗にしましょう！！
 

毎年 100 名を超える⽅々にご参加頂く「岩村城跡の清
掃作業」を下記の⽇程で開催します。 

⽇本百名城・⽇本三⼤⼭城のひとつ「岩村城跡」を美し
くするために、皆様のご協⼒をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

      

⽇ 時：7 ⽉ 28 ⽇ (⼟) 8:00〜10:30    
集合場所：岩村歴史資料館前 
作業内容：⽯垣の清掃、草刈り、刈り草の処理 
持 ち 物：草刈機（燃料を⽤意します）、鎌、脚⽴など 
     ※お茶を⽤意します。 
主 催：城下町ホットいわむら 
問い合せ：ホットいわむら電話 43-2111（岩村振興事務所）
 

   
市消防操法⼤会 岩村分団が準優勝！       

6 ⽉ 10 ⽇、岐⾩県クリスタルパーク恵那スケート場
（武並町）で、消防団員の操作技術向上と⼠気の⾼揚
を⽬的とし、第 14 回市消防協会消防操法⼤会（⼩型ポ
ンプ操法）が開催されました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            

岩村分団は、⽇頃の訓練の成果を⼗分に発揮され、
【準優勝】でした。優勝は笠置分団。 

また、２番員・３番員が個⼈賞を受賞されました。     
＊＊＊操作員の皆さん＊＊＊    

指揮者：伊藤貴範さん １番員：堀井伸泰さん 
２番員：杉本稔記さん ３番員：渡邊拓也さん          

           
実践⼥⼦学園だより                

実践⼥⼦学園中学校では、毎年５⽉に２年⽣が移動教室
で岩村を訪れます。⼊学以来さまざまな⾓度で学んでき
た、校祖・下⽥歌⼦先⽣のお墓に詣でることと、先⽣の学
びを育んだ地を⾃分の⽬で実際に⾒て歩くことを⽬的と
した訪問です。 

 ２班に分かれて、５⽉１５⽇・１６⽇の２⽇間の訪問
でしたが、両⽇とも⼤変よいお天気で、予定通りに⾒学す
ることができました。 

そして、ボランティアガイドさんと⼀緒に実践⼥⼦学園
の中学⽣に岩村の「お国⾃慢」をして下さったのが、同世
代の岩⾢中学校３年⽣の皆さんです。初夏の陽射しの中、
家庭科の学習の⼀環で着物を着⽤しての説明や、総合の授
業で⼀⽣懸命考えてきてくださったお話など、とても気持
ちのこもったご案内をしていただきました。学校に戻って
からの感想では、「下⽥先⽣のことだけでなく、岩村町の
歴史について知ることができた。」「説明の中にクイズが⼊
っていて楽しかった。」とあり、やはりそれは同じ中学⽣
同⼠の近しさ故と思います。岩⾢中学校の３年⽣の皆さ
ん、先⽣⽅、本当にお世話になりました。 

下⽥先⽣ゆかりの地を訪れるだけでなく、普段は⾒るこ
とのない古い街並み・お店・建物に直接触れることで、よ
り印象深い移動教室になりました。お世話になった皆様、
ありがとうございました。        

（実践⼥⼦学園中学校 中⼆学年主任 神⼭のり⼦）                 

実践⼥⼦学園中学の⽣徒が岩村町でお世話になりました！

岩村分団では新⼊団員を募集中です。消防団活
動にご協⼒ご理解よろしくお願いいたします。



      
  
 
                         
それぞれの宿泊研修を通して、 

⼤きく成⻑しました！         
 ５⽉３１⽇・６⽉１⽇に５年⽣は若狭湾での宿泊研修、６
⽉８⽇・９⽇に６年⽣は奈良・京都への修学旅⾏にいってき
ました。 
 どちらの宿泊研修も、梅⾬ということもあり、天候が⼼配
されましたが、予定していた活動を全て⾏うことができまし
た。⼦どもたちの⼼がけのよさや、この⾏事にかける思いに
天気も味⽅してくれました。 
 ５年⽣の若狭湾での研修では、⼭間部の岩村では経験でき
ない海の活動を⾏いました。カッター訓練では、⼤きな声を
出して⼼を⼀つにして櫓をこぎ、遠く⾒えなくなる沖の⽅ま
で船を漕ぎ出すことができました。また、磯観察では、ウニ
やクラゲなどの様々な海の⽣き物をみつけ⼤きな歓声が上が
りました。 
 ６年⽣の修学旅⾏では、総合の時間を使って調べた奈良・
京都の世界遺産のスケールの⼤きさや歴史の息吹を実感する
ことができました。また、奈良公園や清⽔寺の参道では、グ
ループ活動を⾏い、遠く離れた⼟地で、⾃分たちで地図や時
計をみて⽬的地を⾒学したり、お⼟産を買ったりしました。 
 この⼆つの宿泊研修で共通していたことは、⾃分たちで声
をかけ合い、この⾏事をよりよいものにしようとする姿が多
く⾒られたことです。教師や添乗員さん、所員の⽅に⾔われ
る前に、まず⾃分たちで考え、主体的に⾏動する⼒が⾝に付
きました。岩⾢⼩学校⾼学年の⼤きな成⻑が感じられた宿泊
研修となりました。                          

いわっこクラブ活動紹介          
ホットな⽥んぼで⽥植え体験！        
5 ⽉ 19 ⽇（⼟）、⽥植え体験を⾏いました。 
今年は、名古屋⽅⾯から外国⼈家族の参加があ

り、にぎやかな⽥植えとなりました。 
裸⾜で⽥んぼに⼊り、苗の塊を投げてもらい、キ
ャッチ！失敗すると泥まみれ。 

⼦どもたちの笑い声が、⻘空に響いていました。 
⽥んぼを管理していただく上⽥さん、⽥植えの

準備していただいた城下町ホットいわむらの皆さ
ん、ありがとうございました。 
 
【今後の予定】 
6/25 えのぐ遊び 7/2 プチ運動会 7/23 キャンドルづくり 
 
 

教育委員会⽣涯学習課 電話 26-2111(内線 477) ⼦ども教室携帯 090-4400-0771  

いわっこ元気だより！ 今⽉は 岩⾢⼩学校 

6 年⽣の修学旅⾏ 

5 年⽣の若狭研修 

地域のボランティアスタッフ随時募集中です。



 
恵那市観光協会岩村⽀部からのお知らせ          
まち並みふれあいの舘「えなてらす、いわむら。」 「半分、⻘い。」で⼤盛況！ 
    

６⽉１⽇、連続テレビ⼩説「「半分、⻘い。」に出演で、鈴愛
の同級⽣・奈⽣ちゃん役の奈緒さんと弟・草太役の上村海成
さんが“えなてらす、いわむら。”に来館し、岐⾩県知事と共に
オープニングセレモニーでテープカットを⾏い、「まち並みふ
れあいの舘」のリニューアルオープンを祝いました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「えなてらす、いわむら。」は、「半分、⻘い。」グッズやお
⼟産品、今！⼀番⼈気の五平餅やたれなどの⾷品、“⻘い、岐
⾩”の菓⼦類、カステーラ、寒天、はちみつ、ジャム、和菓⼦
などの岩村を中⼼とした恵那の特産品や県産品等を販売して
います。 

また、ロケ地が写真でわかる最新の「岩村散策マップ」、
恵那市内３７カ所の五平餅の⾷べ⽐べができる、“うんま！”
の「恵那五平餅 MAP」などたくさんのパンフレット類もとり
そろえておりますので、ぜひおいでください。    

 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.47    
〜幕末のニュータウン 江⼾町の誕⽣〜      
 岩村藩の武⼠が住む侍町は、はじめは殿町と新市場だけでし
たが、時代が下るとともに拡張され、新屋敷や⽇の出町、新道
へと広がっていきました。この中で⼀番遅く、明治維新の直前
に誕⽣したのが江⼾町です。 
 ⽂久２年（1862）、江⼾幕府は参勤交代の制度を⼤幅に緩め、
⼤名は、３年に１年または 100 ⽇の在府（江⼾に住むこと）。
その妻・嫡⼦とも在府・在国⾃由としました。これは幕府の仕
組みを根本から変える⼤改⾰でした。 
 ⼀般に、参勤交代は⼤名に隔年で江⼾に出府することを義務
づけたものと理解されています。実際はその逆で、⼤名とその
妻・嫡⼦は江⼾に住むことを義務付けられており、⼤名だけが
隔年で帰国することを許されていました。その義務がなくなっ 
たのです。簡単に⾔えば、松平さんは江⼾に⾃宅があり１年おきに岩村へ単⾝赴任していました。でもこれからは、岩
村に⾃宅を構え、たまに江⼾へ単⾝赴任すればいいことになった、というわけです。会社に例えれば、東京本社が廃⽌
され、出張所に格下げされたようなものです。 
 岩村藩もこの決定を受けて、江⼾駐在の⼈数を⼤幅に削減し、筆頭家⽼佐藤⽒以下⼤勢の藩⼠が岩村に引っ越すこと
になりました。 
 岩村藩江⼾屋敷にはどれくらいの家⾂がいたのでしょうか。残念ながら藩の組織や家⾂団についての研究はまったく
⾏われておらず、詳細は分かりません。しかし、藩主は度々⽼中などを務め、定府（参勤交代を⾏わず江⼾に常住する）
のことも多いことから、相当数の家⾂が江⼾に住んでいたことは確かでしょう。 
 当然、それまでにあった住宅や⻑屋だけでは⾜りません。藩は新たに住宅地を整備する必要に迫られました。そこで
⽬を付けたのが、35 年ほど前に丹⽻瀬清左衛⾨が殖産興業のために市街地整備に着⼿したものの、その失脚によって
中断したままになっていた新道沿いの⼟地、現在の江⼾町だったわけです。      （恵那市職員 三宅唯美）     

【新道沿いの町並み。右奥の屋根は妙法寺本堂】

「えなてらす、いわむら。」には、「半分、⻘い。」
グッズをはじめ恵那市を中⼼とした特産品及び

各種パンフレット類をそろえています。

ロケ地⼊り 岩村散策マップ
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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７⽉の予定をお知らせします  ．             

◯いっしょにいこまい会 
７⽉ 20 ⽇（⾦） 10：30〜 
エレクトーンの演奏に合わせていっ
しょに歌いましょう！ 
会費 300 円（お昼ご飯もあります）                                      

◯美容・健康トレーニング    
予約不要 １回５００円 

7 ⽉ 11 ⽇(⽔) 13:30〜15:00   

7 ⽉ 25 ⽇(⽔) 13:30〜15:00                                                         
◯毎週⽕曜⽇には「親⼦遊びの場」の開設                   

７⽉            ３⽇(⽕) おやつ作り(１⼈ 100 円)                                

７⽉ 1０⽇(⽕) リズム遊び・読み聞かせ             

７⽉ 1７⽇(⽕) 歌って・踊って遊ぼ             

８⽉            ７⽇(⽕) おやつ作り(1 ⼈ 100 円)         

問い合わせ：恵那市社会福祉協議会岩村⽀所 原⽥ 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     

去る６⽉２⽇(⼟)「⼩学部・中学部運動会」を、当校にて
開催しました。⼩学部児童による元気いっぱいの演技種⽬や
中学部⽣徒の⼒強いリレー、趣向を凝らした応援合戦などが
⾏われ、体育館は⼀⽇中歓声や応援の声に包まれました。 
 地域からたくさんのご来賓の⽅にお越しいただき、運動会
を盛り上げていただきました。⼤変ありがとうございました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
              

■『ロックビレッジバザール』のお知らせ     
 今年度最初の『ロックビレッジバザール』を下記のとおり開催します。地域の皆さん、是⾮お越しくださ
い。なお、中学部・⾼等部作業学習製品についての詳しい内容は当校ＨＰにてお知らせする予定です。      

期 ⽇ 内 容 場 所 
７⽉１０⽇(⽕) 10:15〜11:15 中学部作業学習製品販売 当校バスヤード 
７⽉２８⽇(⼟) 10:00〜11:15 ⾼等部作業学習製品販売 当校ピロティー 
７⽉２８⽇（⼟）は、当校ＰＴＡ⾏事「夏まつり」も同時開催します。⾷べ物バザー、遊びのコーナー(プ

ラバン、⿂釣り、輪投げ、シャボン⽟等)などご⽤意してお待ちしております。お誘いあわせのうえ、是⾮お
越しください。      

     
みなさん、 

福祉センターへ 
お越しください！

三世代交流さんさん劇場      
７⽉ 28 ⽇（⼟）９時 30 分 ※10 時 30 分開演   
岩村コミュニティセンター⼤ホール 参加料：無料 



                        
       
 
 
                   
三世代交流会のお知らせ          
昔ばなしの さんさん劇場 
       

と き ７⽉２８⽇（⼟） 9：30〜12：00 
 （※10：30 開演） 

ところ 岩村コミュニティセンター ⼤ホール       
対象者 どなたでも ※⼩４未満は保護者同伴でお願いします。 
 
      

夏やすみこども講座のお知らせ 
 

今年も、夏やすみこども講座を開講いたします。今年度は、６講座を開講。 
みなさまのお申込をお待ちしております。受付は、７⽉７⽇（⼟）から７⽉14 ⽇（⼟）
まで。 
材料の準備等があります。申込は、期⽇内にお願いいたします。 

 
講 座 名 開催⽇ 対  象 

「知新塾夏の友」プリザーブドフラワーを作ろう 7/21（⼟） ⼩学⽣ 

「知新塾夏の友」⾵鈴に絵を描こう 7/22（⽇） ⼩学⽣ 

「知新塾夏の友」ハッピークラフト 7/27（⾦） ⼩学⽣（1〜2 年⽣は保護者同伴） 

「知新塾夏の友」スポーツ吹き⽮をやってみよう 7/28（⼟） ⼩学⽣から中学⽣まで 

「知新塾夏の友」パン作りに挑戦 8/ 7（⽕） ⼩学⽣（1〜2 年⽣は保護者同伴） 

「知新塾夏の友」草⽊染 8/17（⾦） ⼩学⽣ 
 
 
 
 
  

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

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION 

     
平成３０年６⽉1 ⽇現在の⼈⼝・世帯表              
総数 4,960 ⼈ （▲７） 〈▲107〉

男性 2,398 ⼈ （▲１） 〈▲52〉

⼥性 2,562 ⼈ （▲６） 〈▲55〉

世帯 1,865 世帯 （▲２） 〈▲２〉 
（ ）内は前⽉との⽐較〈 〉は前年同⽉⽐   

4 ⽉に岩村町の⼈⼝の総数が5,000 ⼈を下回りました。 
ここ１年では107 ⼈も⼈⼝が減っています。（対前年同⽉） 

10 年で1,000 ⼈減少するペースです。 
このまま⼈⼝減少が進んでしまうと・・・。 

岩村コミュニティセンター使⽤予定 
(７⽉)       

7 ⽉12 ⽇（⽊） いわむらうたごえ同好会 
7 ⽉13 ⽇（⾦） 無料法律相談 
7 ⽉21 ⽇（⼟） ことぶき結婚相談所 
7 ⽉25 ⽇（⽔） D-スマイルカフェ 
7 ⽉28 ⽇（⼟） 三世代交流会 
  

参加費無料




