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広報いわむら

＊ひなのフォトコンテスト⼊選作品発表
＊いわむら城下町のひなまつり協賛金のお礼
＊岩邑小学校・特別支援学校 新年度スタート！
ホットいわむらだより

『令和』最初のボランティアしませんか？
ついに『平成』から『令和』へ元号が変わ
りました。
『令』には、「良い」「美しい」などの意味
が込められています。
ホットいわむらでは毎年２回清掃作業を⾏
っており、岩⾢中学校の⽣徒さん、消防団の
⽅々、ボランティアの⽅々等にもお⼿伝いし
ていただき岩村城跡の美化に努めています。
みなさんもこの美しい岩村城跡を残すため
にも清掃作業を⼀緒に⾏ってみませんか？

⽇にち
時間

令和元年５⽉１２⽇（⽇）
８：３０〜１０：３０
（受付 ８：００〜）
集合場所（岩村歴史資料館）
持ち物 軍⼿、タオル、鎌、草刈機等
（燃料はこちらで⽤意いたします。）

⼀斎先⽣が⾔われました
佐藤⼀斎

佐藤⼀斎 今⽉のひとこと（令和元年５⽉分）
⼀斎先⽣が⾔われました。
き よ とくそう

うん む

今⽉のひとこと（5 ⽉）

こんめい

「毀誉得喪は、真に是れ⼈⽣の雲霧なり。⼈をして昏迷せしむ。此の雲霧を⼀掃すれば、
則ち天⻘く⽇⽩し。」（⾔志耋録２１６）
（名誉や不名誉、あるいは成功や失敗というものは、⼈⽣における雲や霧のようなもの
だ。しかし、これらが⼈の⼼を暗くし、迷わせてしまう。だからこの雲や霧を⼼から払い
除けてしまえば、天は⻘く、⽇は⽩く輝くように、⼈⽣も真に明るいものとなるであろう。）
世は、平成から令和へと替わった。新しい時代をこんな気持ちで⽣きたいものだね。
【ＮＰＯ法⼈いわむら⼀斎塾】

2019 いわむら城下町のひなまつり
協賛⾦ご協⼒の御礼
いわむら城下町のひなまつり賑わい構想委員会

委員⻑

⽯⽥加代⼦

3 ⽉ 1 ⽇から 4 ⽉ 3 ⽇までの⼀ヵ⽉あまりに亘る
「い
わむら城下町のひなまつり」を無事終えることができ
ました。
これ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、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、本イベントへのご協賛⾦実績をご報告さ
せて頂きます。
⼀般協賛⾦

45 件

１８４,０００円

お知らせ：
「町内⼀⻫清掃」

協賛⾦ご芳名（順不同）
花⽥美晴様(中津川市)
加藤勝⺒様(中津川市)
平⼦隆彦様(瑞浪市)
吉村清様(中津川市）
吉村緑様(中津川市)
安江昌⼦様(多治⾒市）
⽯⽥裕道様(恵那市三郷町)
紀岡伸征様(恵那市⻑島町)
深萱安信様 加藤すみゑ様 ⼩⼭直江様
遠⼭敦様
宮澤博光様 ⽥中清明様
⽯原邦⼦様 堀井廣⼦様 後藤俊彦様
後藤唯⼈様 市岡勝男様 ⽔野美奈⼦様
⽔野ミキ⼦様 三園了三様 川原広⼦様

樋⽥敬様

⽇本⼈形玩具学会有志様（東京都）⾳斎処様(多治⾒市）
ACJ ｸﾞﾘｰﾝｸﾞﾗｽｸﾗｼｯｸｶｰﾒｲﾄ様(名古屋市)
(有)松浦軒本店様 あしざわや様 エコノ中垣様
岩村醸造(株)様 藤井時計店･町屋⺠宿藤時屋様
スポーツショップニシオ様 やすだや洋品店様
清楽寺様 鈴⽊順治商店様
かんからや様 ⼭丸屋商店様
うめしょう様 やましろや様
おそうざいかぶと様 ふる⾥様
(有)エコー⾐料品店様
安藤⽣花店様 匿名１件

お知らせ：ホットな⽥んぼの「農業体験」

どろんこになって楽しく⽥植え体験をしよう！
毎年６⽉最初の⽇曜⽇は「町内⼀⻫清掃」です。
ホットいわむらでは⼩学⽣を対象に、⽶作りの⼤切さを
⾬天による中⽌の場合は、午前7時に告知放送でご案内
学ぶ体験会を今年も開催します。春の⽥植え、秋の収穫と
いたします。実施の有無及び作業内容は、⾃治会⻑⼜は、 全２回のシリーズで開催。
農村景観⽇本⼀の⽥んぼで、昔ながらの⼿植えの⽥植え
環境委員に確認してください。
を体験しましょう！

6⽉2⽇ (⽇)

⽇にち：令和元年

★臨時収集場所（草・⽊） 菅沼駐⾞場
受付時間：9:00〜10:00
★⼟砂臨時捨場 〇岩村町新柱地内旧残⼟捨場
受付時間：9:00〜10:00
★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
今年も、みなさまのご協⼒をお願いいたします。

⽇

時：

5 ⽉ 18 ⽇(⼟)

13:30〜

集合場所： ふるさと富⽥会館前 ※⾬天決⾏
持 ち 物： ぼうし・⻑袖・タオル・お茶・⻑靴・⾬具
参 加 費 ： 無料
※当⽇参加も OK です!!
主
催： 城下町ホットいわむら・こども塾チーム
共
催： 市まちづくり推進部⽣涯学習課
（「いわっこクラブ」との合同開催です）
お申し込み : ホットいわむら事務局
電話 43-2111（岩村振興事務所）

第５回 ひなのフォトコンテスト⼊選作品発表!!
〜⼊選作品は、５⽉末まで勝川家にて展⽰〜
「第１７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５回ひなのフォト
コンテスト」は、４⽉１２⽇に審査会が⾏われ、岐⾩、愛知、三重、静岡からの９３作品の
中から下記の⼊賞作品が決定し、４⽉２７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)、岩村町の特産品などが贈られました。
⼊選作品は、５⽉末まで勝川家にて展⽰されますので、ぜひご覧ください。
第５回ひなのフォトコンテスト⼊賞者
特

選

おひなさまと記念写真

安藤

秀美

恵那市

準特選

ミス実践とひなまつり

稲垣

政紀

みよし市

準特選

時代游美

準特選

伊藤智江⼦

瑞浪市

⼟蔵の⾦⿂びな

稲垣

新⼆

⻄尾市

⼊

選

⾒⼊る親⼦

鈴⽊

量雄

瑞浪市

⼊

選

親⼦三代ひなまつり

加藤

美希

恵那市

⼊

選

オープニング

宮地美和⼦

瑞浪市

⼊

選

にぎわうふくろう商店街

古⼭

秀清

可児市

⼊

選

⼥城主のひなまつり

⽯⽥

裕道

恵那市

⼊

選

岩村城か、春の雪

⻄尾

勝利

可児市

⼊

選

旧家のひなまつり

平⼦

隆彦

瑞浪市

⼊

選

城下町のひなまつり

佐藤

雅彦

浜松市

⼊

選

⼟間のある家

吉野

正伸

⽝⼭市

⼊

選

⼟蔵の中に

⼟井

章義

知多市

【特選作品：おひなさまと記念写真】
そのほかの作品もすばらしい作品ばかり
です。是⾮勝川家まで⾜を運んでいただ
きご覧ください。

ぜひ見に来てね！

“ 狂言を楽しみました !! ”
４月１１日、
「国づくり狂言プロジェクトＩＷＡＭＵＲＡ」が
「勝川家」にて開催されオーストラリアからの交換留学生と
岩邑中学生が、日本の伝統芸能である狂言を楽しみました。
実際に狂言で笑ったり、泣いたりする声の出し方を学んだり、
狂言の歴史やそれにまつわる現在の生活に活きている話など
も聴け、一般の参加者も間近に鑑賞できその迫力に驚嘆して
いました。

(⼀社)恵那市観光協会岩村⽀部/岩村町観光協会
TEL/FAX

4３-3231(町並みふれあいの舘内)

岩⾢⼩学校だより
「新⼊⽣を迎え，新年度スタート！」
岩⾢⼩学校では，４⽉９⽇（⽕）に「⼊学式」を⾏いまし
た。新⼊⽣３９名は，背すじをピンと伸ばして話を聞き、
名前を呼ばれるとどの⼦も⼤きな声で返事をして、⼤変
素晴らしい姿で⼩学校⽣活をスタートさせることができ
ました。
１７⽇（⽔）には、児童会の⼦たちが中⼼になって「１
年⽣を迎える会」を⾏いました。児童会の仲間をサポート
しようと、５・６年⽣は温かい気持ちで⼀年⽣を迎え、全
校のみんなが楽しめるような会にしようと事前に⼀⼈⼀
⼈が⼼構えをもって取り組みました。その動きに励ま
され、⼀年⽣の⼦も堂々と⾃⼰紹介をして、岩⼩の⼀
員になりました。学校教育⽬標にあるように全校のみ
んなの「思いやり」の姿があふれる温かな会でした。
新年度が始まって⼀ヶ⽉。どの学年の⼦も新たな担
任とともに、張り切って⽣活しています。チャイム席
キャンペーン，話す⼈の⽅を向いて聞く「ロックオン」
のめあてに全校が向かって基本的な姿を⾼めてきまし
た。

お宝の管理マニュアル『⾍⼲中⽇記帳』②

江⼾時代に岩村城で⾏われた⾍⼲しの様⼦をみてみましょう。
⾍⼲しが⾏われるのは夏から秋にかけて、始まりは毎年旧暦の５⽉ 21 ⽇に決まっており、10 ⽉中ごろまで続けら

れました。これを現在の暦に換算すると、始まりは６⽉下旬〜７⽉上旬、終わりは 11 ⽉となります。梅⾬の上がる
ころから冬が訪れる前まで、夏から晩秋にかけて⾏われたわけです。終わりの⽇が決まっていないのは、スケジュー
ルがその年の天候に左右されるからです。
初⽇である５⽉ 21 ⽇には、⾍⼲しに必要な資材を受け取っています。寛政 12 年（1800）には、樟脳（しょうの
う）２⽄、広紙５帖、串原紙１帖、反故紙 60 枚、上筆⼀対、刷１枚、⽣麩（しょうふ）１合、⼿桶、柄杓（ひしゃ
く）とあります。樟脳は防⾍剤、⽣麩はデンプンで、煮て糊にします。３種類の紙は、記録や付箋、包み紙や詰め
物、裏打ち、補修材料、樟脳の包み紙など、必要に応じて使い分けたのでしょう。
⾍⼲しの順番は、同じ種類の宝物が続けて出される傾向にあります。⽇記からは分かりませんが、蔵へは宝物の種
類ごとに分けて収納されているはずですので、蔵の中の棚ごとに順番に出されているのでしょう。
作業は、原則として晴れの⽇のみで⾬の⽇は樟脳の加⼯などをします。そのため、⽇記帳にはその⽇の天気が詳し
く記載されています。例えば安永元年８⽉３⽇（新暦９⽉１⽇）の天気は「朝曇、五ツ時（午前８時ごろ）晴、⼣⽅
少々雷、少し⾬」とあります。曇りのときは天気が下り坂なら⾒合わ
せ、晴れそうなら出したようですが、天候を⾒誤るときもあり、例えば
寛政 12 年６⽉１⽇には「⾬天に相成候付⼲揚延引す」（⾬になってしま
ったので⼲し上げることができなかった）とあります。
⼀つの⾍⼲しは、天候に左右されますが、３⽇から４⽇かけており、
その間に⼿⼊れや補修、樟脳の取り替えなどを⾏っています。ただし、
藩祖松平家乗・２代乗寿・分家初代⽯川乗政所⽤の具⾜（鎧）はいずれ
も１⽇で済ませています。これらは⼤給松平⽒の由緒を伝える最も重要
な宝物ですので、⽇をまたいで蔵から出しておくことはできなかったの
でしょう。（続く）

（恵那市職員 三宅唯美）

岩村町のおじいちゃん

おばあちゃん

平成最後、令和元年は、岩村こども園全園児

おねがいしま〜す！

１１３名でスタートです。

園では、「遊びと仕事でこども達を成⻑させていきたい」・・という保育⽬標を掲げ、
今迄もこれからも保育の充実を図っていこうと思います。そんなこども達の園での⽣
活の中で、壮健クラブの⽅と交流したり、いこまい会の⽅と触れ合ったり、祖⽗⺟参
観⽇に来て頂いたりと、おじいちゃんおばあちゃんとの交流も⼤切にしています。今
年度は「草取り交流会」という⽇を設けました。こども達と⼀緒にラジオ体操やかわ
いいリズムを⼀緒に踊って頂いた後、少しの時間ですが園庭の、草取りをしながらこ
ども達と触れ合って頂けたらと思います。それは岩村町の⽅なら誰でもＯＫ！園にこ
どもが来ていないおじいちゃんやおばあちゃんも是⾮、参加して頂いて園でのこども
達を知ってほしい。園庭の草取りもちょっと⼿伝って頂けたらとの思いで、こうした
⽇をつくりました。
こうした取り組みは初めてですので、今年度は４回としました。無理の無い所で、来れる⽇に来れる⽅が安気に参加し
て頂けたらと思います。１時間くらいの事ですから、「きょうは、ちょっと⼦ども園で体操でもしてこようか」・・・
くらいの気持ちで参加下さい。下記の⽇時で⾏っています。こども達も楽しみにしてい
ますので是⾮ご参加おねがいします。（草取り機は園にあります）
⽇にち

令和元年 5 ⽉ 13 ⽇（⽉）・6 ⽉ 10 ⽇（⽉）
9 ⽉ 9 ⽇（⽉）・10 ⽉ 21 ⽇（⽉）

時

間

※⾬天中⽌

９時３０分〜１0 時３０分くらいまで

いわっこクラブからのお知らせ
いわっこクラブ 1 年⽣体験会を開催しました！
4 ⽉ 15 ⽇（⽉）、岩村在住で、ヒトフィットインストラクター
の⼩嶋奈津江さんをお招きし、⾚ちゃんの動き、ほふく前進、ハ
イハイ、お尻歩き、猿の動きなど、全⾝を動かして遊びました。
【今後の予定】
5 ⽉ 18 ⽇（⼟）13:00〜15:00 あんじゃ⽶⽥植え
5 ⽉ 20 ⽇（⽉）15:10〜16:45 親⼦説明会＆プチ運動会
【地域サポーターさん募集中！】
⼦どもたちは元気いっぱい！⼦どもたちに講師の説明を伝達したり、作業の補助をしていただけるボランティアさ
んを募集しています。放課後のひとときを⼦どもたちと過ごしませんか？

【お問い合わせ】
⽣涯学習課 放課後⼦ども教室担当：荻⼭・⼭内
恵那市⻑島町正家⼀丁⽬１番地１（恵那市役所⻄庁舎４階）
時間：平⽇午前 8 時 30 分〜午後 5 時 15 分
電話：0573-26-2111（内線 476）
放課後⼦ども教室直通：090-4400-0771
校区コーディネーター：太⽥礼⼦
※岩⾢⼩学校では、いわっこクラブに関するお問い合わせは
受け付けておりませんので、ご注意下さい。

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
福祉センターへ
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２２⽇(⽔) １3：３０〜１５：００
５⽉２９⽇(⽔) １3：３０〜１５：００
６⽉１２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 ７⽇(⽕) 親⼦遊びと「かぶと」のお菓⼦作り
５⽉２１⽇(⽕) 親⼦遊び・絵本・わらべうた
「新聞紙であそぼ！」
６⽉１１⽇（⽕）親⼦遊びと「ごはんピザ」作り
◎ いっしょにいこまい会
エレクトーン伊藤さんの演奏会
５⽉１６⽇（⽊）10：３0〜 要予約（昼⾷あります）
会費３00 円

ヤクルトさんの健康教室（いこまい会）

※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

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

〈当校校⻑の挨拶〉

桜の花が満開の４⽉９⽇（⽕）、⼩学部９⼈、
中学部６⼈、⾼等部２３⼈、合計３８⼈の児童⽣
徒が転⼊学し、県議会議員 ⽔野正敏様をはじめ、
１５⼈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１４６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。
「夏まつりボランティア募集」のお知らせ
当校のＰＴＡ⾏事「夏まつり」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。
【実施⽇及び実施内容】

期

⽇

内

７⽉２７⽇（⼟）
９：００〜１２：００
※担当者

渉外部

容

夏まつり(ＰＴＡ活動)
（遊びのコーナー補助等）

⼩栗輝久

場

所

恵那特別⽀援学校
体育館 1 階ピロティ等

ＴＥＬ：０５７３－４３－４８５７

実践⼥⼦⼤学だより
新⼊⽣歓迎会を⽇野・渋⾕両キャンパスにて開催
4 ⽉ 10 ⽇（⽔）、⽇野キャンパスにて、新⼊⽣歓迎会が⾏なわれ各
サークルのパフォーマンスが披露されました。午後には、ひとりでも
多くの新⼊⽣にサークル団体のブースに⽴ち寄り活動内容に興味を持
ってもらうために、スタンプラリーも実施。緊張気味の新⼊⽣にも笑
顔が⾒られ、先輩⽅に熱⼼に質問する場⾯などがみられました。
また、渋⾕キャンパスでは、4 ⽉ 11 ⽇（⽊）〜5 ⽉ 10 ⽇（⾦）ま
で、新⼊⽣歓迎会が⾏われています。実施期間中、1 階エントランス
にて、さまざまな団体が⽇替わりでブースを設置し、特設ステージで
はアカペラ等のパフォーマンスが披露されています。
学内のサークル活動の
活性化を図ることは、学⽣
の⼤学⽣活に対する意欲
育成の⼿助けにもなりま
す。本学では 3 ⼈に 1 ⼈（延
べ⼈数）が課外活動に参加
し、意欲的に学⽣⽣活を送
っています。教職員⼀同は
学⽣に充実した学⽣⽣活
を送ってもらうことを願
い全⼒でサポートしてい
ます。
〈特設ステージでの様⼦〉

〈新⼊⽣歓迎会の様⼦〉

〈特設ステージでの様⼦〉

そして、創⽴ 120 周年を迎える 5 ⽉ 7 ⽇（⽕）には、私たちの学祖・下⽥歌⼦先⽣の⽣誕の地、恵那市岩村町に
て「創⽴ 120 周年記念式典」を開催します。学祖⽣誕の地でその功績に感謝を捧げます。

ＢＯＮＤフェスで楽しみましょう！
ＢＯＮＤとは・・・
恵那市の⼥性を中⼼とした『楽しむことを応援しよ
う！』という⽅々が集まって活動している団体です。
そんなＢＯＮＤの⽅々がイベントを計画しました。
お⼦さんが楽しめそうな「段ボール迷路」
「マネキンを
使って美容師＆メイクごっこ」
「道路にチョークでお絵か
き」
「重機の運転体験」など・・・お⼦さんが楽しめるこ
と間違いなし！
お⼦さんばかりではありません、「ネイルケア」「⼿相
占い」
「アクセサリー作り」など⼥性も楽しめるイベント
になっています。
お昼は、お弁
当・豚汁・焼きそ
ば・カレー・ピザ
もありお腹も満
⾜！
さらにクレー
プ、ポテト、たこ
焼き、カステラ、
焼菓⼦などおやつ
も充実！
⼀⽇楽しめるイ
ベントになってい
ますので、ご家族
で是⾮ご来場くだ
さい。
『BOND』は⽇
本語で『絆』とい
う意味も込められ
ています。この機
会にご家族の『絆』
をもっと深めてみ
ませんか？

第１０回ふくろうまつりの開催について
ふくろうまつりもみなさまのおかげで
１０回を迎えることができました。ありがと
うございます。
令和になりましたがふくろう商店街は昭
和９４年でいきます！
下記の⽇時で開催しますのでみなさまお
誘い合わせの上ご来場ください。
⽇時

場所

昭和９４年（令和元年）
５⽉５⽇（⽇・こどもの⽇）
午前１１時から午後３時
岩村本通り⻄町商店街

商店街のお店はもちろん、かき氷・あげ焼き・フランク・
ラーメン・わたがし・アクセサリーの販売も⾏っており
ます。

ファミコンで遊んだり、旧⾞・バイクの展⽰やなつかし
⾳楽もあり古き良き昭和の匂いを楽しみに来ません
か？

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
でよりよいコミュニケーションの場を提供し、⼦育ての応援をしていま
す。皆様のお越しをお待ちしています。

岩村コミュニティセンター駐⾞場について
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」等で⻑時間駐⾞場を利⽤される場合は、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るようお願いします。

図書室からのお願い

お知らせ

蔵書が所在不明になっています。
今⼀度、
ご⾃宅の本棚等を確認していただき、
「岩
村公⺠館」や｢岩村コミュニティセンター｣のシー
ルが貼ってある本がありましたら、岩村コミュニ
ティセンター⽞関前の「図書返却ポスト」へ返却
お願いします。

忘れ物の傘がかなり多くなっており、平成３１年
４⽉号でお知らせしましたが、整理・処分を⾏い
ます。
お⼼当たりの⽅は、コミュニティセンターまでご
連絡をお願いします。
電話 43-3722 ⽥中 までご連絡をお願いいたし
ます。

返してね

岩村コミュニティセンター使⽤予定(5⽉)
※諸事情により変更になる場合があります。

５⽉ ７⽇(⽕) いわむらうたごえ喫茶
※⾬天の場合は５⽉８⽇（⽔）
５⽉ ９⽇(⽊) ⼈権相談所
５⽉ 10 ⽇(⾦) 無料法律相談
５⽉ 12 ⽇(⽇) ＢＯＮＤフェス
５⽉ 18 ⽇(⼟) ことぶき結婚相談所
５⽉ 24 ⽇（⽕）D-スマイルカフェ
５⽉ 25 ⽇（⼟）岩村町戦没者遺族会追悼式

平成 31 年 4 ⽉ 1 ⽇現在の⼈⼝・世帯表
総数

4,917 ⼈ （△10） 〈△59〉

男性

2,379 ⼈

（△6）

〈△25〉

⼥性

2,538 ⼈

（△4）

〈△34〉

世帯

4,917 世帯

（+5）

〈△43〉

（ ）内は前⽉との⽐較〈 〉は前年同⽉⽐
平成 30 年 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 59 ⼈も⼈⼝が減っています。
（対
前年同⽉）今後 10 年で 800 から 1,000 ⼈減少し、リニア
が開通する頃（2027 年〜2028 年）には、4,000 ⼈を下回
ると予想されます。

