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広報いわむら

ホットいわむらだより

＊岩邑小・中学校が文部科学大臣賞受賞！
＊ひなまつりイベントスケジュール
＊確定申告のご準備を
＊岩村コミセンの施設使用料の改定について

R2.3.1 第 1８回 いわむら城下町のひなまつりのオープニングイベントに

中村雅俊さんが出演決定！

第 18 回いわむら城下町のひなまつりが、令和２年３⽉１⽇（⽇）から開幕します。
岩村本通りとその周辺 110 ヵ所に、
約 3,500 体のおひなさまを展⽰する地域最⼤級のひなまつりです。
それぞれ趣向を凝らしたイベントを開催します。
【３⾴にイベントスケジュール掲載】
そして、３⽉１⽇のオープニングイベントには、「半分、⻘い。」にもご出演した中村雅俊さんがスペシ
ャルゲストとして登場します。みなさま是⾮ご来場ください︕
佐藤⼀斎

⼀斎先⽣が⾔われました

今⽉のひとこと（2 ⽉）

性は同じゅうて質は異なり。質の異なるは教の由って設くる所なり。性の同じきは、
教の由って⽴つ所なり。（⾔志録９９）
「⼈はもともと皆、善（⼈のあるべき善い道を⾏う）の姿で⽣まれて来ます。
ただ個⼈個⼈それぞれの気質は異なっています。気質（気⽴て）が異なるから、
安⼼安全な社会⽣活を送るためにはそれにふさわしい教育が必要であるとい
う理由があります。そして⽣まれつき善という本性が皆同じように備わってい
るところに教育の効果が期待されるのです。」【ＮＰＯ法⼈いわむら⼀斎塾】
-1-

岩⾢⼩・中学校が⽂部科学⼤⾂賞を受賞︕
本年度の「地域学校協働活動」推進に係
る⽂部科学⼤⾂表彰を受けた岩⾢⼩学校と
岩⾢中学校と岩村地域⾃治区の代表者らが
12 ⽉ 12 ⽇、市役所を訪れ⼩坂市⻑に喜び
を報告しました。
両校では「岩村プラン」と題してふるさ
と学習に取り組んでいます。以前から郷⼟
の先⼈、佐藤⼀斎の教えを学ぶことに⼒を
⼊れていた中、平成 30 年に設置された学
校運営協議会が学校と地域をつなぐ役割となったことで、⼦どもたちが地域と活発に関わるようになっ
てきました。岩⾢⼩学校は佐藤⼀斎を顕彰する「⾔志祭」や地域の伝統⽂化を体験する「いわむら五っ
こ」などに参加しふるさとへの学習を深め、岩⾢中学校はいわむら秋祭りや岩村城跡の⽯垣清掃、おか
げまつりでの企画コーナーの運営などに関わり地域活動の担い⼿として活躍しています。
両校から児童⽣徒の代表として訪れた、岩⾢⼩学校 6 年⽣の原⼼穏（みおん）さんは「ふるさと岩村
を誇りに思っている。将来⾃分が⼦どもたちに伝えられる
ようになれたら」と、岩⾢中学校 2 年⽣の⼩栗結奈（ゆい
な）さんは「町を盛り上げること、町の⼈を楽しませるこ
とを⾃分たちで考え実⾏できた。岩村の⽂化や先⼈の教え
を受け継いでいけるよう、周りにふるさとの良さを広めて
いきたい」と、それぞれ活動を振り返るとともに今後の意
欲を述べました。
先⽣⽅や学校運営協議会の⽅々の協⼒ももちろんです
が、先⼈から学ぼうとする児童・⽣徒の意欲がこのような
市⻑に報告をする原（右）さん・⼩栗さん（左）
素晴らしい賞をいただけた要因かと思います。

下⽥歌⼦賞が⾏われました。
下⽥歌⼦賞の表彰状授与式・記念イベントが 12 ⽉ 14 ⽇、岩
村コミュニティセンターであり、来場した 400 ⼈がエッセーの
朗読発表や朗読劇の上演などを堪能しました。
17 回⽬となる今回は、
「志」をテーマに、エッセーと短歌を募
集。それぞれ⼩学⽣、中⾼⽣、⼀般の３部⾨からなり、エッセー
は 1,407 点、短歌は 1,932 点の応募がありました。エッセーは
審査員による審査、短歌は市
⺠投票を経て、受賞作品が決
エッセーを発表する遠山さん
定しました。
記念イベントでは、エッセーの部の⼩学校の部と中⾼⽣の部の受
賞者が、作品を朗読し発表しました。来場者は⼀番良かったと思う
発表に投票し、得票数の多かった各部上位３⼈が嚶鳴（おうめい）
協議会賞を受賞しました。短歌の部では⼊賞作品が読み上げられた
表彰式の様子
後、受賞者がステージに上がり記念品を受け取りました。

短歌の部岩村町内の⼊選作品
『なりたいな あこがれていた
『夢語る

娘の顔は

⼤⼈びて

かんごしに

くるしむひとを

応援するよ

夢かなうまで』
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岩⾢⼩学校
岩村町

えがおにしたい』
２年⽣

伊藤稟乃さん

安藤悦⼦さん

第 18 回

いわむら城下町のひなまつりイベントスケジュール

3 ⽉１⽇（⽇）11:00〜15:00

3 ⽉ 22 ⽇（⽇）10:00〜18:00

オープニングイベント

交通規制 9:30〜18:30
いわむら城下町⾳楽祭

⼥城主のなべまつり

おひなさま脱⾛中

中村雅俊さんスペシャルトークショー

3 ⽉ 28 ⽇（⼟）15:00〜20:30

交通規制

10:30〜15:30

メインステージ（⻄町庚申堂前）
ひな⼈形で彩られた歴史ある町並みを楽しむ
ための、⼿作りの⾳楽イベントです。
各種出店あります。ぜひお⽴寄りください。

メインステージ（⻄町庚申堂前）
・岩村城⼥太⿎
・岩⾢⼩中学校太⿎ CLUB
・和⾳こども⽇本舞踊
本町五丁⽬駐⾞場
地元⾷材を活かした鍋をご⽤意（１杯 200 円）
・⼥城主の美肌鍋（お肌ツルツル美⼈に）
・⾻元気鍋（いつまでも健康で︕）

時 間 正午〜午後１時
場 所 岩村町本通り 枡形 特設ステージ
内 容「半分、⻘い。
」にもご出演した中村雅俊さ
んをゲストに迎え素敵なトークショーをお
こないます。

交通規制

14:30〜21:00

宵のひなまつり
・ひなとうろう

岩村本通り
岩⾢⼩学校児童による約 250 のひなとうろう
でまちなみを幻想的に演出します。

ねんどびなコンテスト表彰式

メインステージ（⻄町庚申堂前）15︓00〜

ふくろうまつり
ふくろう商店街で昭和の雰囲気を楽しみませんか︖
ふくろう休憩所にはあの名⽝︖も登場するかも︖

3 ⽉ 15 ⽇（⽇）9:30〜15:00
交通規制

岩村本通り 10:00〜12:00
受付︓⽊村邸
岩村町内に着物を着たおひなさまが脱⾛。
町内のおひなさま 12 名を⾒つけて出題された
クイズに答えると景品プレゼント。

3 ⽉ 29 ⽇（⽇）

茅の宿でお江⼾おひなさま会

岩村町富⽥ 茅の宿とみだ 11:00~15:00
からすみとお茶のおもてなし。お⼦様には
プレゼントもあるよ︕おひなさま会限定ひ
な御膳ランチやってます。
問い合わせ:0573-43-4021

9:00〜15:30

恵那・岩村まちなか市

フリーマーケットに物品販売、飲⾷ブースが
今年も城下町に並びます。

クラシックカー展⽰

第８回 ひなのクラフトフェア

岩村本通り⻄町商店街 10:00~14:00
レトロなクラシックカーが岩村にやってくる!
主催:GREEN GRASS CLASSIC CAR MATE
問い合わせ:090-3562-8878（⼩⽥）

⽊⼯、陶磁器、布⼩物、ガラス⼯芸、雑貨、ア
クセサリー、書画などのブースが出展します。
すてきな作品を探しませんか︖

まちなか⼦ども作品展開催
岩村こども園・岩⾢⼩学校・岩⾢中学校・恵那特別⽀援学校の⼦ども達が制作した作品を岩村本通りの町屋（⼟佐
屋・勝川家）
・勝川哲男様宅にて、展⽰しています。
普段は学校の中でしか展⽰されない作品を⾒ることができます。是⾮、
ご来場ください。
⽇時︓令和２年２⽉ 1 ⽇（⼟）〜２⽉ 14 ⽇（⾦）
※⼟佐屋・勝川家の開館時間

10:00〜16:00

主 催︓城下町ホットいわむら
問合せ︓岩村振興事務所 43-2111
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ハヤシアキヒロ⽒

融雪剤散布について

写真展について

岐⾩県出⾝の写真家ハヤシアキヒロ⽒が、波乱の

道路凍結の際、地域の⽣活道路につきましては

⽣涯を送った岩村城の⼥城主の物語をイメージした

皆様に融雪剤散布のご協⼒お願いしております。

写真展「輪廻転⽣︔破」を東京・新宿、⼤阪で開催

融雪剤の場所については、いわむら休憩所（旧

しました。撮影は岐⾩県内各地を訪れ、１年がかり
で撮影を重ね作品 52 点を展⽰しました。今回、恵那
市で撮影した作品 13 点をお借りして下記の⽇程で写
真展を開催します。

岩村振興事務所）の東側（旧職員⽞関）に置いて
あります。
下記の注意点に
散布していただき

平成 30 年度から岩村城跡のある恵那市を中⼼に
県内各所を巡ってロケを敢⾏されました。恵那市で

ますようお願いし

の撮影は岩村町富⽥にある「茅の宿とみだ」に宿泊

ます。

して農村景観⽇本⼀の富⽥地区や、早朝より霧の出

☆☆注意点☆☆

る岩村城跡、上⽮作町⼤船牧場にある⾵⼒発電所、
中野⽅町坂折棚⽥などで撮影されました。

○散布は公共道路のみにしてください。個⼈地な
どへの散布はおやめください。
○⾼温にならない場所や湿気の少ない場所に保管
してください。
○数に限りがあるので⼀度にお渡しできる量は３
袋までとしております。ご協⼒お願いします。

プロのカメラマンが撮影することで、より⼀層魅
⼒的になった恵那市の写真を是⾮ご覧ください。
期間︓令和２年３⽉１⽇（⽇）〜３⽉１５⽇（⽇）
場所︓岩村城下町の館

勝川家ギャラリー

『すぐメール』に登録しませんか︖

確定申告が始まります︕ご準備を︕
岩村振興事務所よりお知らせです。
下記の⽇程で、令和元年分の確定申告と市・県⺠税の
申告が始まります。スムーズに申告を済ます為に、農
業所得・医療費控除など、申告前にあらかじめご⾃分
で計算してお越し頂きますよう、ご協⼒をお願いいた
します。
混雑する場合は、16 時前に受付を締め切る場合があ
りますので、ご了承ください。この期間にご都合の悪
い⽅は、恵那市役所他の会場で申告をお願いします。
問い合わせ︓岩村振興事務所

電話 43-2111

岩村振興事務所での申告

令和 2 年 3 ⽉ 5 ⽇（⽊）〜令和 2 年 3 ⽉ 9 ⽇（⽉）

恵那市では、観光、イベント情報や、災害、犯
罪、⽕災などに関する各種情報をご希望の⽅へ電
⼦メールで配信しています。
あらかじめユーザー登録していただくことで、
お⼿持ちの携帯電話やパソコンに情報をお届けし
ます。
岩村町のイベントやテレビ放送の予定などの⽿
より情報はこちらで配信いたしますので是⾮登録
をお願いします。

携帯電話での登録と変更の⽅法

新規に登録する場合
携帯電話で登録するには QR
市役所会議棟での申告
コードをカメラ付き携帯電話
令和 2 年２⽉ 17 ⽇（⽉）〜令和 2 年３⽉ 16 ⽇（⽉） で読み取るか、
9:00〜17:00（⼟・⽇・祝⽇は除く）
ena-mailmag@sg-m.jp
を打ち込み、空メールを送信してください。
ご存じですか︖ウェブサイトで申告ができます
その際にお⼿持ちの携帯電話に「迷惑メール対策
国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナ
設定」を設定している場合、登録⽤のＵＲＬを通
ー」を利⽤すれば、簡単に申告書を作成できます。
知する電⼦メールが届かない場合がありますので
作成した申告書は、国税電⼦申告納税システム（e－
ご注意ください。
Tax）を利⽤して提出することができます。
この場合、指定ドメイン許可のリストに
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/
「sugumail.com」を追加してください
9:00〜16:00（⼟⽇は除く）
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ＮＨＫ⼤河ドラマ「麒麟がくる」放映開始︕＆⼤河ドラマ館オープン（明智町）

「麒麟がくる」明智光秀グッズ発売中 !!
いよいよＮＨＫ⼤河ドラマ「麒麟がくる」放送が開始されました。
恵那市観光協会岩村⽀部“えなてらす、いわむら。”では、これに
あわせ、麒麟がくるの主⼈公である明智光秀関連グッズを多数取り
揃えて発売しています。「光秀の三⽇天下餅」、「智将・光秀〜濃
姫いちごリーフパイ」、「光り秀でる智将スイートチョコサンド」、
「明智の夢・バター＆チョコクッキー」、「明智のやすらぎ柿よう
かん」などのスイーツ類をはじめ、麒麟がくる〜だるまカップ、ス
テンレスタンブラー、マグカップ、ステッカー、クリアファイル、
スティックメモ、ハンドタオル、ピンバッジ、武将Ｔシャツ、⽸マ
グネットなどございますので、ぜひ町並みふれあいの舘“えなてらす、
いわむら。”までお出かけください。
また、恵那市⺠の⽅は１⽉１１⽇にオープンしました⼤河ドラマ
館（明智町）にて免許証など⾝分がわかる証明書を提⽰すると⼊館
料４００円のところ３２０円になりお得です。
(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.62

〜岩村と明智光秀〜

⼤河ドラマ「麒麟がくる」が始まりました。主⼈公の明智光秀は、丹波国（京都府・兵庫県北部）や京都近郊
での活動が多く、その出⾃とはうらはらに東海地⽅とはあまり縁のない武将です。そんな彼ですが、⼀度だけ岩
村に泊まったことがあります。
天正10年２⽉６⽇、織⽥信⻑の武⽥攻めが始まりました。戦いの主⼒は⼦の信忠軍で、瞬く間に武⽥領国を席
巻し、３⽉11⽇には武⽥勝頼を⾃害に追い込み、戦国⼤名武⽥家を滅亡させました。
信⻑⾃⾝は、３⽉５⽇に安⼟を出⽴し、勝頼が⾃害した３⽉11⽇に岩村に着陣、２泊して13⽇に根⽻に移動
しました。同⽇信⻑は越中国在陣中の柴⽥勝家らに書状を送り、勝頼滅亡を知らせています。岩村で第⼀報を受
けてから敵国である信濃国へと陣を進めたのでしょう。
光秀は、信⻑と同じ３⽉５⽇に居城の坂本城を出⽴し、信⻑が安⼟に帰還するまで⾏動を共にしました。３⽉
11⽇から13⽇まで、光秀も信⻑とともに岩村城にい
たのです。時代劇では、⼤名と家⾂が居並ぶ広間で
使者が⼝上を述べる場⾯が出てきますが、光秀も信
⻑のかたわらで勝頼滅亡の報を聞いたに違いありま
せん。
ところで、⼤名が出掛けるときには滞在先の城主
がおもてなしをします。岩村でも河尻秀隆（本⼈は
出陣しているので留守居役）が宴席を⽤意したはず
です。天正10年３⽉11⽇〜13⽇は、現在の暦に換
算すると４⽉中旬、桜が咲くころにあたります。信
⻑と光秀は、岩村城で、⼆⼈並んで花⾒の宴をして
いたかもしれませんね。
（三宅唯美・市職員）
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恵那市社会福祉協議会岩村⽀部です
２⽉の予定をお知らせします。
◎美容・健康トレーニング
（１回５００円）
予約不要

シルバー⼈材センターからのお知らせ
60 歳以上の⽅

シルバー会員になりませんか

誰かの役に⽴つ事がうれしい
働くことってやっぱり楽しい
皆さまが経験してきた知識・技能を活か
２⽉１２⽇（⽔） １３︓３０〜１５︓００
してさまざまなお仕事に活⽤しませんか︖
２⽉２６⽇（⽔） １３︓３０〜１５︓００
シルバー⼈材センターでは現在会員募集
３⽉１１⽇（⽔） １３︓３０〜１５︓００
※どなたでも参加できます、健康な体を保ち をしており下記の⽇時で⼊会説明会を開い
ています。説明を聞いていただくだけでも
ましょう
◎ いっしょにいこまい会
結構です。気軽にお越しください。
2 ⽉２０⽇（⽊）１０︓３０〜餅花作り
毎月第２木曜日 午後１時３０分から
岩村福祉センター 会費 ４００円
■場所︓シルバー本部事務所
◎

毎週⽕曜⽇には、「親⼦遊びの場」の開設
恵那市⻑島町正家⼀丁⽬ 5 番地 16
２⽉ ４⽇(⽕) 親⼦遊びとガレットに挑戦
※恵南事務所でも説明いたします。
２⽉２５⽇(⽕) 親⼦遊び・絵本「⽊のおもち 電話
ゃで遊ぼう」
本部事務所 ０５７３－２５－７７８８
３⽉１７⽇(⽕) 親⼦遊びとおひな様の麩菓
恵南事務所 ０５７３－４３－４３１１
⼦作り
楽しい親睦会
※ 問い合わせ︓恵那市社会福祉協議会
もあります。
岩村⽀所 原⽥ 電話 43-0051
⾒学や説明会
ホームページ︓http://www.ena-shakyo.or.jp/
に是⾮来てく
問い合わせ︓恵那市社会福祉協議会岩村⽀所
ださい︕
担当 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
本県では、「豊かな⼼と健やかな体を育む教育の推進」を教育基本⽬標の⼀つ
に掲げ、全ての公⽴幼稚園、⼩学校、中学校、義務教育学校、⾼等学校及び特別
⽀援学校において、「ふるさと教育」の推進に努めており、児童⽣徒が、地域に
暮らす様々な⼈たちとかかわりを深めながら学ぶことで、「ふるさと岐⾩」への
誇りと愛着を⾼められるような地域に根ざした教育の普及を⽬指しています。
こうした中、当校⼩学部での、富⽥地区の地域資源を活かした「宿泊学習」「稲
作体験」などの取組が「岐⾩県ふるさと教育表彰」にて最優秀賞に選ばれ、後⽇、
表彰していただく予定となりました。

中学部

「白玉団子作り」

また中学部では、地域の菓⼦店の⽅を講師としてお招きしての「⽣菓⼦作り」や岩村町商⼯会⼥性部の⽅を講
師にした「花餅作り」等を計画しています。
当校では、地域の皆様のご理解とご協⼒に⽀えていただき、受賞した実践の他にも
「地域清掃」や「岩村城跡城⼭清掃活動」等、他にも地域の⽅と触れ合いながら児童
⽣徒の「ふるさと教育」の推進に努めております。これからもご理解とご協⼒をよろ
しくお願いいたします。
今年も⼀年よろしくお願いします。
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いわっこ元気だより！

今⽉は

岩⾢中学校

⼈権講演会を通して、
「思いを被災地へ」

１２⽉１１⽇(⽔)に、宮城県在住の髙橋伸実先⽣をお招
きして⼈権講演会を開催しました。髙橋先⽣から、
「四つ
葉のクローバー 〜復興⽀援活動の中でみえてきたもの
〜」 というテーマお話をして頂きました。被災の体験
や復興⽀援活動の様⼦や、その活動の中で感じられた
⼈々との絆を学びました。
「復興⽀援は物を被災された⽅
に届けているだけでなく、相⼿の⼼に寄り添う中で、⼼
髙橋伸実さんによる⼈権講演会の様⼦
に灯りを届けたり、笑顔をつくりだしたりすることであ
り、できる⼈が、できる事を、できる時にと考えて⾏動してほしい。」と語られました。
講演会後、岩⾢中学校の防災リーダが、被災地へ送られる⾐
類の仕分けをお⼿伝いしました。また、これを機に、⽣徒会執
⾏部は台⾵ 19 号 21 号被災地への募⾦活動やメッセージカイ
ロの作成を考案し⾏動に移しました。
１２⽉１６⽇〜２０⽇の５⽇間の募⾦活動で、３１，３２３
円の義援⾦が集まりました。１２⽉３０⽇に、髙橋伸実さんが
所属する⽀援団体に預けました。
岩中⽣徒は講演会から感じた思いを実際に募⾦活動につな
募⾦の⽵筒に募⾦をする⽣徒たち
げるなど⾏動に移す⼒が育ってきています。

いわっこクラブ活動紹介

12 ⽉ 23 ⽇（⽉）に家族参観の「お正⽉飾り作り」を⾏いました。
祖⽗⺟の参加が多く、児童と協⼒してワラをねじりながら縄にし、
想い想いの飾りつけを⾏いました。⽔引でモチーフを作ってくれるお
ばあさんもいて、児童も喜んでいました。
⾃分たちの作ったお正⽉飾りで新年を迎えられたことと思います。
講師の鈴⽊孝司さんより、「お⽶を収穫した後のワラはいろんなこ
とに使える。縄にしたり、⽶俵にしたり、みのやわらじを作ったり。」
というお話を伺い、春からの稲作体験（⽥植え、稲刈り、五平餅づくり、ポン菓⼦づくり）の集⼤成と
なりました。2 ⽉ 17 ⽇（⽉）、今年度最後の活動は、おひな祭りにむけて餅花飾りを作ります。

＜お問い合わせ＞

教育委員会⽣涯学習課

電話

26-2111(内線 477)
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⼦ども教室専⽤

090-4400-0771

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION

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

岩村コミュニティセンターの施設使⽤料の改定について
岩村コミュニティセンター使⽤料

このたび、令和元年１２⽉の使⽤料に関する条例改
正に伴い、令和２年４⽉1⽇以降の施設使⽤料を右記の
とおり改定させていただくことになりましたのでよろ

使⽤料

区分

（1時間当たり）

冷暖房料⾦

（1時間当たり）

会議室

３００円

１６０円

ご利⽤いただく皆さまにはご負担をおかけすること

第１和室

３００円

１６０円

になり、誠に申し訳ありませんが、何卒ご理解賜ります

第２和室

３００円

１６０円

調理実習室

６１０円

１６０円

⼤会議室

６１０円

１６０円

第１研修室

３００円

１６０円

第２研修室

３００円

１６０円

１,３７０円

３２０円

３００円

１６０円

しくお願いいたします。

ようお願い申し上げますとともに、引き続きご利⽤賜り
ますようお願い申し上げます。
○附属設備使⽤料（冷暖房料⾦）
１８歳以下の団体、７５歳以上の団体で認定⽣涯学
習団体への登録をされた団体は、全額免除から５割減
免になります。

⼤ホール
陶芸室

備考

１ 調理実習室の使⽤料には、冷暖房料⾦を除く光熱⽔費を含みます。
２ 市外に居住する者が使⽤する場合の使⽤料の額は、この表に定める額の１.５倍に相当する額とします。
３ 使⽤者が⼊場料若しくはこれに類するものを徴収する場合、⼜は商業宣伝、その他これに類する⽬的で使⽤する場合
は、この表に定める額の１.２倍に相当する額とします。
ただし、教育、⽂化振興及び地域活性化のために使⽤し、公益的な活動のものについてはこの限りではありません。
４ 使⽤時間に１時間未満の端数があるときは、これを１時間に切り上げます。
５ 使⽤料の額に、１０円未満の端数が⽣じたときは、その端数⾦額を切り捨てます。

岩村町⽂化振興会より
第２４回いわむら⽂化まつり
町⺠展

令和２年１⽉ 1 ⽇現在の⼈⼝・世帯表

令和２年２⽉２９⽇（⼟）
午前９時３０分から午後３時３０分
令和２年３⽉１⽇（⽇）
午前９時３０分から午後２時

総数

4,910 ⼈

（△4）

〈△37〉

男性

2,377 ⼈

（△1）

〈△13〉

⼥性

2,533 ⼈

（△3）

〈△24〉

世帯

1,902 世帯

（△6）

〈+14〉

（ ）内は前⽉との⽐較〈 〉は前年同⽉⽐

⽂化芸能発表会

健闘虚しく今⽉は 4 ⼈の減でした。
しかし、昨年度と⽐べると減少率は少なくになってきてい
ます。

※参加団体の申し込み状況により開催
岩村コミュニティセンター使⽤予定
(2⽉)

『消滅しないぞ︕岩村︕』

２⽉１４⽇（⾦）無料法律相談
２⽉１５⽇（⼟）恵那ことぶき結婚相談所
２⽉２３⽇（⽇）D-スマイルカフェ
２⽉２９⽇（⼟）〜３⽉１⽇（⽇）
第２４回いわむら⽂化まつり
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