
   

   

 

 

 

 

 

 
 

11 ⽉ 3 ⽇（⽇）おかげまつりが開催されます！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
毎年、秋の収穫の喜びと郷⼟への感謝（おかげさま）を伝える場として開催されている『おか

げまつり』が今年も開催されます。 
ノスタルジックな雰囲気の岩村本通りを中⼼に五平餅やそれぞれ地元の特産品を販売します。

また岩村とゆかりのある市からも来ていただき、特産品も販売されます。 
さらに、みなさまが楽しめるようなイベントも考えておりますので楽しみにお待ちください。 

 
 

 
「⼈の⼀⽣遭

あ

う所には、険阻
け ん そ

あり、坦夷
た ん い

あり、安流
あんりゅう

あり、驚瀾
きょうらん

あり。是
こ

れ気数
き す う

の⾃然にして、竟
つい

に 免
まぬが

る
る能

あた

わず。即ち易
えき

理
り

なり。⼈は宜
よろ

しく居
お

って安
やす

んじ、 玩
もてあそ

んで楽しむべし。若
も

し之
これ

を趨避
す う ひ

せんとするは、達者
たっしゃ

の⾒
けん

に⾮
あら

ず。」（⾔志後録） 
（⼈がその⼀⽣の間に出会うものは、険しい所もあれば平坦な所もある。また、川
などで考えれば、穏やかな流れもあれば、逆巻く⼤波もある。これは⽣きている⾃
然の姿であって、免れることはできない、「易」に説かれた道理である。だから、
⼈は⾃分のいるところに安んじて、このような変化を楽しむようにしたら良い。こ
の⼤⾃然の動きに逆らったり、逃げたりするのは、決して⼈⽣の達⼈の⾒識とは⾔
えないだろうね。） 

広報いわむら 

発行/岩村地域自治区運営協議会 

〒509-7403 恵那市岩村町 1657 番地 1

http://www.hot-iwamra.com 
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＊10/5・6 いわむら秋まつり 

＊10/19 実りの飯峡フェスタ開催のお知らせ 

＊10/26 言志祭 

＊9/1 防災訓練が行われました 

＊お礼：いわむら休憩所を清掃していただきました 

佐藤⼀斎 今⽉のひとこと（10 ⽉） 

⽇時 令和元年 11 ⽉ 3 ⽇（⽇）
午前 10 時から午後 3 時まで

場所 本通り・柳町通り 



いわむら秋まつり神輿渡御⾏列 第２３回⾔志祭〜佐藤⼀斎まつり〜のご案内  

時代装束を⾝にまとった総勢 300 名、⻑さ 300ｍ
におよぶ⾏列は圧巻ですぜひお越しください。 

【⽇にち】令和元年 10 ⽉ 5 ⽇（⼟）9:00〜12:45 

     令和元年 10 ⽉ 6 ⽇（⽇）9:30〜12:45 
【⾏ 程】５⽇（武並神社→⼋幡神社） 
     ６⽇（⼋幡神社→武並神社） 

【主 催】岩村町秋まつり⾏事保存会 
【問合せ】恵那市観光協会岩村⽀部 43-3231 

5 ⽇ 18 時から 4 カ所本通りにて獅⼦舞も演舞されま
すのでそちらもご覧ください。 

 
※⽇曜⽇は「ふくろうまつり」併催。ご来場ください！

佐藤⼀斎顕彰会では恵那市教育委員会の後援、とうしん
地域振興協⼒基⾦のご協⼒を得て下記により⾔志祭を⾏い
ます。皆様のご参加をお待ちしています。 
⽇にち 令和元年１０⽉２６⽇（⼟） 
◇顕彰祭◇ 

時 間 午前１０時〜午前１１時 
会 場 佐藤⼀斎銅像前 

（⾬天…岩村コミュニティセンター）  
次 第 顕彰の⾔葉、佐藤⼀斎を称える 

合唱「佐藤⼀斎賛歌」、 
岩⾢⼩学校６年⽣の「⾔志四録」群読 他  

◇記念講演会◇ 
時 間 午後１時３０分〜午後３時 
会 場 岩村コミュニティセンター⼤ホール 
演 題 佐藤⼀斎の｢⾔志四録｣にみる｢象徴｣と｢機｣ 

〜時代を超えた共感性と解決性〜 
講 師 上寺 康司⽒（福岡⼯⼤教授） 

 
□⾔志祭協賛 佐藤⼀斎特別展□ 

期 間 １１⽉１０⽇（⽇）まで開催中 
（⽉曜⽇は休館⽇） 

会 場 岩村歴史資料館  
主な展⽰物 「名流清寄」（⼀斎が⽗親の古希のお祝いに

贈った貴重な巻物）、⼀斎直筆の書軸、「⾔志四録」などの
原本、その他   
※希望者には、「名流清寄」の図録を差し上げます。 

実りの飯峡フェスタ開催のお知らせ ☆岩村のスゴ⼈！☆ 

飯⽻間の秋を彩る実りの飯峡フェスタが下記⽇時
で⾏われます。 

令和元年 10 ⽉ 19 ⽇（⼟）15 時〜20 時 

場所：飯峡会館 
地場⾷材をふんだんに取り

⼊れた⼤鍋汁や飯⽻間で採れた
⽶を使ったご飯などが振る舞わ
れます。（なくなり次第終了） 

また、焼き芋、餅つき等の体
験コーナーの他、バザーも充実！わ
たがし、ラーメン、フランク等その
他たくさんの⾷べ物が並びます。 

ステージでは、⾳楽をメインにピ
アノ・ギター・ＤＪなどの演奏が会場を盛り上げます。

さらにポニーと触れ合えるブースや消防⾃動⾞に
乗れるなどお⼦様も⼤満⾜のまつりとなっておりま
す。是⾮ご来場ください。 

また、飯⽻間の歴史を再認
識していただくため⼤ホール
にて、⼩沢発電所・岩村電⾞・
南北街道などの資料が展⽰さ
れます。 

主催：飯⽻間まつり実⾏委員会 

先⽇イギリスで⾏
われたストリートダ
ンスの世界⼤会
「UDO WORLD」で、
岩⾢中学校 2 年⽣の
堀井⽇菜（ひな）さ
んが⼊ったチームが
優勝しました。堀井
さんは、名古屋市の
ダンス教室「スタジ
オ Zoo」に通っており、チーム「アークキッズ」17 ⼈の⼀
員として出場しました。「UDO WORLD」とは、世界 36
カ国の代表が優勝を⽬指す最⼤規模の世界⼤会です。⽇本予
選では、14 歳から 17 歳の部⾨で最⾼得点賞を獲得し優勝。
そして 8 ⽉ 22 ⽇から 25 ⽇まで⾏われた世界⼤会で、年齢
制限なしの部⾨に挑戦。⾒事優勝を勝ち取りました。堀井さ
んは将来、ダンサーになりたいと夢がありそれが叶うように
練習に励んでいます。夢が叶うといいですね。 

世界チャンピオンのダンスは
https://www.youtube.com/watch?v=Louj0YiwU00 で
観ることが出来ます。 

または YouTube から「アークキッズ ＵＤＯ」 で検索。

⼩坂市⻑に報告する堀井さん 
（⼀番右）



 
９/1 恵那市総合防災訓練が⾏われました 

9 ⽉ 1 ⽇（⽇）恵那市総合防災訓練が⾏われ、町全体で 1,138 世帯、2,097 ⼈の参加がありました。 
各地区で、さまざまな訓練が⾏われ、⻄町庚申堂前では、少年消防隊・地元中学⽣・⼥性消防隊が⼀⻫放⽔の

訓練を⾏いました。また、コミュニティセンターでは、⽇⾚奉仕団・⼥性防⽕クラブの炊き出し訓練に加え、災
害派遣の際に使⽤される⾃衛隊⾞輌の展⽰などがありました。訓練は⼩学校・中学校でも⾏われ、地域の防災を
考える良い機会となりました。 
 

いわっこクラブ 〜稲刈り体験〜 ふれあいウォーク開催しました！ 
9⽉21⽇、

5 ⽉に⽥植
え を し た ⽥
ん ぼ の 稲 刈
り 体 験 を し
ました。鎌で
刈って、束ね
てしばり、は
ざ か け を す
る。ワラを使って束ねる作業は、なかなかうまくできませ
んでした。保護者の皆さんも、初めての⽅も多く、親⼦で
やり⽅を聞いていました。 

稲刈り後、五平餅を炭であぶって⾷べました。焼きたて
の五平餅は美味しくて、2 本の予定だったのですが、4 本
も⾷べた⼦がいました。当⽇も朝から準備していただい
た城下町ホットいわむらの皆さん、恵那市⾷⽣活改善推

進連絡協議会岩村⽀
部の皆さん、いわっ
こクラブの活動を⽀
えてくださりありが
とうございます。 
12 ⽉には、ワラを使
ってしめ縄飾りを作
る予定です。 

9 ⽉ 23 ⽇（⽉）秋
のふれあいウォー
ク（主催：富⽥活性
委員会）が開催され
ました。台⾵ 1７号
の影響もあり開催
が危ぶまれました
がなんとか開催することができ 120 名以上の参加者でに
ぎわいました。例年と⽐べると参加⼈数は少なかったで
すがその分、抽選会の当選確率が格段にアップ！約 2 ⼈
に１⼈が当選しそれぞれ富⽥の特産品を持って⾏かれ、
当選されなかった⽅も富⽥で採れた野菜を参加賞として
持って帰られました。取材して感じたことは、県外・市外
からのお客さんが多かったことです。ここを歩くのが毎
年楽しみだとおっ
しゃる県外の⽅も
みえました。これ
も富⽥の⽅々がこ
の⾵景を守ってみ
える賜物だと思い
ます。 

⻄町庚申堂前での消⽕栓訓練 

炊き出し訓練の様⼦ ⾃衛隊の⾞輌展

消⽕器の説明をする消防団員

家具転倒防⽌を取付ける防災隊



 

岩村城址が昨年の１０位に引き続き 

  ⽇本の城・第１３位にランクイン!! 
〜世界最⼤の旅⾏サイト「トリップアドバイザー」の 
           「旅好きが選ぶ！ ⽇本の城ランキング」〜 

世界最⼤の旅⾏サイトを運営する「トリップアドバイザー」の⽇本法⼈が発表した「旅⾏好きが選ぶ！
⽇本の城ランキング 201９」で、国宝や名だたる名城を抑えて、昨年の１０位に引き続き、岩村城址が
第１３位にランクインしました。 
 
第 １位 姫路城 （兵庫県姫路市） 
第 ２位 松本城 （⻑野県松本市） 
第 ３位 熊本城 （熊本県熊本市） 
第 ４位 松⼭城 （愛媛県松⼭市） 
第 ５位 松江城  (島根県松江市)   
第 ６位 ⽝⼭城 （愛知県⽝⼭市） 
第 ７位 宇和島城（愛媛県宇和島市）  
第 ８位 皇居東御苑(東京都千代⽥区） 
第 ９位 備中松⼭城(岡⼭県⾼梁市）   
第１０位 ⾸⾥城（沖縄県那覇市） 
第１１位 勝連城跡 (沖縄県うるま市)  
第１２位 弘前城（⻘森県弘前市） 
第１３位 岩村城跡(岐⾩県恵那市） 
第１４位 会津若松城（福島県会津若松市）  
第１５位 中城城址（沖縄県北中城村） 
 

 (⼀社)恵那市観光協会岩村⽀部/岩村町観光協会/“えなてらす、いわむら。” 
TEL/FAX 4３-3231(町並みふれあいの舘内)

いわむら歴史再発⾒ vol.59 〜秋祭りで路上ライブが演じられた藩主邸正門前の広場〜 
岩村城の大手登城坂は、中横丁のＴ字路を起点として藩主邸の前をとおり、そこからさらに、初門へと続きま

す。この間は、地形に沿ってゆるやかにカーブを描くものの、地形の制約がなければ、一直線の道であったろう

と推察されます。特別支援学校グラウンドの部分が滅失しているほかは当時の形状・道幅がよく残っています。

 このうち、藩主邸の正門前の道は今よりももっと幅があり、大きな広場になっていました。現在は藩主邸の敷

地のようになっている佐藤一斎像のある場所や、銅像山入口下の畑、道がＬ字にクランクしているところの藩主

邸側の休耕地も、当時はこの広場の一部でした。 

 絵図をご覧ください。広場は長方形をしており、東西は蔵で、北は城山から伸びる尾根で画されています。城

郭としては、藩主邸正門を守る角馬出あるいは枡形として機能したと考えられます。内部には大きな井戸や馬を

繋ぐ場所が設けられていました。参勤交

代をはじめお殿様の出行のときには、こ

こで隊列が整えられたのでしょう。 

 江戸時代の武並神社秋祭りでは、渡御

してきた御輿はここで藩士に引き継が

れ、城内の八幡神社まで運ばれました。

御輿が神事を終えて戻ってくるまでの

間、町人たちはここで祝宴をし、狂言（地

芝居）などの芸能を演じて楽しんだとい

われています。路上ライブですね。岐阜

県重要無形民俗文化財「岩村町獅子舞」

は、路上で演じられ、神社で奉納芝居を

行わないのが特色の一つですが、江戸時

代の伝統を引き継いでいるからなので

しょう。（三宅唯美・市職員） 
明和３年（1766）岩村城平面図に描かれた藩主邸前広場 

ホームページの表紙は岩村城跡が飾っています
よ！是⾮ご覧ください。 
https://tg.tripadvisor.jp/news/ranking/best-castles/ 



                 
いわむら休憩所をキレイにしていただきありがとうございました  

8 ⽉ 27 ⽇に恵那南⾼等学校の⽣徒の皆さんが、地域活動の⼀環としていわむら休憩所（旧岩村振興事
務所）を清掃してくださいました。 

草が⽣い茂っていた⼊⼝や草刈り機では難しい場所などの草を丁寧に取っていただき、また屋内は
机・イスを⼀旦廊下へ出し隅々までモップ掛けをしていただきました。観光客⽤トイレも綺麗に清掃し
ていただき⼤変助かりました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
また 9 ⽉ 9 ⽇には壮健クラブの⽅々にも、植⽊の中の草取りや草刈り作業で広範囲を刈り払っていた

だき綺麗にしていただきました。 
いわむら休憩所は観光シーズンということで 9 ⽉から 11 ⽉まで毎⽇解放することとなり利⽤頻度も

上がっています。それにあたり良いタイミングで清掃していただき 9 ⽉から気持ちよく観光客を迎え⼊
れることができ、本当にありがとうございました。 

こういったみなさまのご厚意は本当に感謝いたします。何かと⼤変かとは存じますが、これからもご
協⼒くださいますようよろしくお願いします。 

 
 
 

 

恵那南⾼校の⽣徒の皆さんありがとうございました。 

壮健クラブの皆さんありがとうございました。 



         
 

 
防災の⽇ 主体的な防災学習 「⾃分を守り、家族を守り、地域で⽀え合う」 

９⽉１⽇(⽇)は、登校⽇とし防災訓練を⾏いました。防災リーダー（昨年度防災⼠認定試験合格者 7 名の⽣徒）
の指⽰で、学年ごとに防災学習を⾏いました。1 年⽣は校舎内の危険な場所や避難時に利⽤できそうな物を調べ発
表しました。2 年⽣は、岩村⽇⾚さんより 10 名・振興事務所の伊藤さんの指導の下、災害時の⾮常⾷を調理し参
加者全員に配布しました。3 年⽣は、ＨＵＧ(避難所運営ゲーム)訓練を⾏いました。「⾜の不⾃由な⼈が避難した
ときはどの部屋で過ごしてもらうのか。」とか「⾚ちゃんと妊婦さんが避難してきた時はどうするのか。」「⾷料は
どこに。」「連絡⽤の掲⽰板はどこに。」など、みんなで意⾒を出し合い、仮想の避難所を設営しました。 

今年は地域から⾃治連合会の三宅会⻑、岩村振興事務所の福平所⻑に参観して頂きました。「⽣徒や先⽣たちが
防災について学習していることを地域の⽅々に知って頂け
るよう促していきたい」と話して頂きました。 

2 年⽣の⼿塚さんは、「ご飯を作るのは細かい作業が⼤変だ
った。本当に災害があった時は、もっと⼈数も多いし、あわ
てていたりするからもっと⼤変だと思うけど、地域の役に⽴
てるようにしたい。」また、防災リーダーの三宅さんは、「防
災⼠として⾏動するのは今⽇がはじめてだったけれど、全体
の司会をスムーズに⾏うことができました。もし、本当に災
害が起きたときは、防災⼠として学校だけでなく地域でも活
躍できるように頑張りたいです。」と振り返りました。岩中
⽣徒は「⾃分で、みんなで、災害に強いまちづくり」の担い
⼿として、防災を考え、⾃ら⾏動できる態度が育っています。 

こんにちは、恵那特別⽀援学校です。 実践⼥⼦学園だより 
〜第 11 回 学⻑と⾏く、学祖故郷の旅〜 を実施

９⽉７⽇（⼟）
に、当校⾼等部が
体育⼤会を⾏いま
した。今年度の体
育⼤会では「⼀致
団結〜⼼を⼀つに
最後まであきらめ
ない〜」をスロー
ガンに掲げ、⾼等

部⽣徒全員が⼀致団結して、
様々な競技や種⽬に取り組み
ました。⾼校⽣らしい⼒のこも
った競技や、⼒を合わせて取り
組んだ演技に、来校されたご来
賓や地域の皆様、保護者の皆様

から⼤きな声援をいただきました。応援ありがとうござ
いました。 
また、９⽉１０⽇(⽕)に、当校⼩学部５，６年⽣が富⽥

地区にて、稲刈り体験を⾏いました。５⽉に⽥植え体験
をした稲が、たわわに実り、
鎌での稲刈りをする貴重な体
験ができました。収穫した稲
を⼤切に扱うなど、私たちの
命を⽀えてくれる⼤地の恵み
に感謝する⼼を育みたいで
す。 

実践⼥⼦⼤学・実践⼥⼦⼤
学短期⼤学部では、⾃校教
育として新⼊⽣に対し、学
園創⽴者・下⽥歌⼦に関す
る講義を⾏っています。そ
れに加え、学祖および学祖
故郷への理解をさらに深化することを⽬的として、2009
年から夏季セミナー「学⻑と⾏く、学祖故郷の旅」を実施
しています。今年度は 9 ⽉ 11 ⽇から 3 ⽇間、学⽣ 24 名
と、城島学⻑をはじめとした教職員 10 名の総勢 34 名が
岩村町を訪れました。 
 まず下⽥家・平尾家の墓参を⾏い、下⽥先⽣にご挨拶を
しました。観光ボランティアの皆さまのご案内で町内を散
策し、学祖の故郷についての理解を深めました。岩村町の
皆さまとの交流会では、岩村町の振興について意⾒を出し
合い親交を深めました。「いわむら五っこ」のプログラム
の１つである型染の体験を通じて染物の歴史的な背景を
学び、郷⼟料理の五平餅作りも体験しました。その他、岩
村城址散策や岩村歴史資料館、農村⾵景⽇本⼀の景⾊を堪
能するなど、充実した 3 ⽇間を
過ごしました。 
学祖⽣誕の地・岩村町で皆さま
と交流が深められたこと、また
⽣前の学祖の⾜跡を感じた経験
は、学⽣・教職員にとって、⼤
変有意義な 3 ⽇間となりました。 

今⽉は 岩⾢中学校 いわっこ元気だより！



                        
       
 
 
            

乳幼児期の家庭教育「いわむら学級」のお知らせ 
 
11⽉7⽇（⽊曜⽇） １０時から１３時まで 

 
【学習テーマ】 

●⾷育  
【内 容】 

●安⼼、安全な簡単な⼿づくりおやつ 
   
※乳幼児学級の学級⽣徒が対象となります。 

〜秋の夜⻑に読書はいかがですか？〜 
みらいめがね－それでは息がつまるので－ (暮らしの⼿帖社)  
スマホを落としただけなのに (宝島社) 
スマホを落としただけなのに 囚われの殺⼈ (宝島社) 
君たちの⽇本国憲法 (ホーム社)  
ひと (祥伝社) 
ベルリンは晴れているか (筑摩書房) 
さざなみのよる (河出書房新社)  
ひとつむぎの⼿ (新潮社) 
わかる！できる！新・おやこ⼿話じてん(東邦出版) 
ちょっと⼀杯のはずだったのに (宝島社) 
こども六法(弘⽂堂) 
よのなかルールブック－メシが⾷える⼤⼈になる(⽇本図書センター)  
⽣きかたルールブック－ ヤワな⼤⼈にならない(⽇本図書センター) 
ねこのずかん(⽩泉社) 
でんしゃのずかん(⽩泉社) 
はたらくくるまのずかん (⽩泉社) 
ころべばいいのに    (⽩泉社) 
 
 

 

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

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION 

     
令和元年９⽉1 ⽇現在の⼈⼝・世帯表              

 今⽉ 先⽉ 昨年同⽉ 

総数 4,905 ⼈ （▲11） 〈▲36〉

男性 2,376 ⼈ （▲7） 〈▲21〉

⼥性 2,529 ⼈ （▲4） 〈▲36〉

世帯 1,900 世帯 （+1） 〈+31〉
（ ）内は前⽉との⽐較〈 〉は前年同⽉⽐  

先⽉の健闘も虚しく今⽉は11 ⼈の減でした。 
しかし、昨年度と⽐べると減少率は半分以下になってき

ています。世帯数は順調に伸びているので⼈⼝減に⻭⽌め
がかかりますように・・・ 

『消滅しないぞ！岩村！』

岩村コミュニティセンター使⽤予定
(10⽉)        

10 ⽉11 ⽇（⾦）無料法律相談 
10 ⽉19 ⽇（⼟）ことぶき結婚相談所 
10 ⽉24 ⽇（⽊）サロン交流会 
10 ⽉26 ⽇（⼟）第２3 回⾔志祭 佐藤⼀斎まつり 
10 ⽉27 ⽇（⽇）Ｄ－スマイルカフェ 



ふるさと納税のご協⼒とお願い
●ふるさと納税とは？ 

 地⽅で⽣まれ育ち都会に出てきた⽅には、
誰でもふるさとへ恩返ししたい気持ちがあ
るのではないでしょうか。育ててくれた、⽀
えてくれた、⼀⼈前にしてくれた、ふるさと
へ。都会で暮らすようになり、仕事に就き、
納税し始めると、住んでいる⾃治体に納税す
ることになります。税制を通じてふるさとへ
貢献することが出来ないか。そのような想い
のもと「ふるさと納税は」導⼊されました。 

●なぜふるさと納税が必要なの？ 
 現在、恵那市から岩村町への補助⾦・交付⾦が徐々に少なくなっています。もしかするとこれから
もっと少なくなるかもしれません。皆さんが楽しみにしている「ザ・縁⽇」も今年度から補助⾦が打
ち切られました。今回なぜ開催できたかというと『ふるさと納税』の岩村寄附⾦が活⽤できたからで
す。 
 岩村を盛り上げて⾏くためには『ふるさと納税』は⾮常に⼤切なものとなっていますが、恵那市⺠
は恵那市にふるさと納税することが出来ません。 

●どうしたらいいの？ 
 私たちが出来ることが⼤きく分けて２つありますが、みな
さんのご協⼒が⼤変必要になってきます。１つ⽬は就職・結
婚などで岩村を離れたご家族・ご親戚・ご友⼈などがいらっ
しゃれば是⾮『ふるさと納税』をお勧めしていただく事です。 
２つ⽬はイベント・観光などを通じて岩村をアピールして岩
村の良さを知っていただき『ふるさと納税』をしていただく
ことです。こちらは主に振興事務所や観光協会などで⾏って
いきますが、もしかしたら皆さんの笑顔がふるさと納税に貢
献するかもしれません。 

●何に使うの？ 
 皆さんからいただいた寄附⾦は、岩村町のまちづくりに使われます。 

●どうやって説明すればいいの？ 
 まずは『ふるさと納税』をお願いすることから始めていただければ結構です。 
 インターネットで「ふるさとチョイス」と検索していただきさらに「恵那市」を検索してください。
寄付⾦額を決めていただきその寄附⾦額に応じた返礼品を選んだ後、「岩村のまちづくりを応援」を選
んでいただき寄附者の情報（住所⽒名など）を⼊⼒していただければ完了です。 

●税⾦の控除、返礼品は？ 
 10,000 円以上の寄附で返礼品がございます。寄付額のうち2,000 円を超える部分について所得税と
住⺠税から原則として全額が控除されます。（⼀定の上限があります）但し、確定申告をしないと控除が
受けられない場合がございますのでご注意ください。 
ご不明な点がございましたら 
 

岩村振興事務所 0573-43-2111 
恵那市役所 地域振興課 移住定住推進室 0573-26-2111（内線337）




