
   

   

 

 

 

 

 

  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広報いわむら 

ほっと・ホット・もっと 

ホットいわむらだより
令和３年 5 月１日発行 №111 

＊ふるさと富⽥会館・飯峡会館を地元地縁団体へ譲渡（P２） 
＊岩村こども園・岩⾢⼩学校・岩⾢中学校の様⼦をお知らせ（P4〜P5） 
＊地域⾃治区運営協議会 空き家がやがや会議参加者募集のお知らせ（P10） 
＊よやくる号当⽇予約のお知らせ（P12） 

４⽉８⽇に、岩⾢⼩学校の⼊学式が⾏われました。 
気持ちよく⼊学してもらえるように６年⽣の児童全員で、⼊学式のため

に体育館周辺を掃除してくれました。 
体より⼤きなランドセルを背負って元気に登校する姿が⽬に浮かびま

すね。 
たくさん友達を作って、たくさん勉強して、たくさん遊んで早く学校に

慣れてたのしい学校⽣活を送ってください。 
関連記事４ページ 

-1-



「飯峡会館」、「ふるさと富田会館」が恵那市から地元地縁団体に移譲されました 
 
令和 3 年 3 ⽉議会で「飯峡会館」と「ふるさと富⽥会館」の 2 施設の地元譲渡議案が全会⼀致で

可決され、令和３年 4 ⽉に「飯峡会館」と「ふるさと富⽥会館」の 2 施設が恵那市から地元地縁団
体に移譲されました。このため、今後両施設は地元地縁団体で管理していくこととなりましたので、
みなさま是⾮ご利⽤いただきますようお願いします。
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【利用料金】                              （単位：円） 

※飯⽻間 3 区住⺠以外の利⽤の場合、岩村町内は上記料⾦に 500 円加算、岩村町外は 1,000 円加算されます。 
※区分時間をまたいで、利⽤される⽅は利⽤申込先にお尋ねください。

区分 9:00〜12:00 13:00〜17:00 18:00〜22:00 冷暖房
研修室（洋） 1,000 1,200 1,500 160
研修室（和） 1,200 1,500 1,800 160
調理室 600 800 900 160
ホール（1 時間） 1,000 1,000 1,100 320（暖房のみ）
駐⾞場（イベント） 5,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【利用料金】                         （単位：円/時間）

 

区分 利⽤料 冷暖房 
和室（⼩） 300 200 
和室（⼤） 300 200 
⼩会議室 300 200 

 

区分 利⽤料 暖房 ＬＰガス
調理実習室 600 200  
農産加⼯室 600 200 150（使⽤時のみ）
多⽬的ホール 800 200  

※富⽥地区住⺠以外の利⽤の場合、岩村町内は 1 回の利⽤につき 200 円加算、岩村町外は 500 円加算されます。
～～みなさま是非ご利用ください～～ 

飯峡会館 

◆住 所：岩村町飯羽間 2601 番地３ 

◆利 用 時 間：9：00～22：00 

◆利用申込先：タックメイト松屋 

 ※営業時間内に直接予約してください。 

【電話予約不可】 

 ※空き状況確認は、電話で問合せ可能 

  タックメイト松屋 電話：0573-43-3810 

◆地縁団体名：岩村町飯羽間 3 区自治振興会 

       代表者：山内克郎 

ふるさと富田会館 

◆住 所：岩村町富田 1916 番地３ 

◆利用時間：9：00～22：00 

◆利用申込先：西村正見宅 

       電話：0573—43-2592 

◆地縁団体名：ふるさと富田振興会 

       代表者：山本耕嗣 
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岩⾢⼩学校では、ふるさと学習として１年⽣の時から佐藤⼀斎
先⽣の⾔志四録を学んでおり、卒業するまでに厳選した 32 の⾔
葉を暗唱しています。 

特に６年時には、地域講師のＮＰO 法⼈いわむら⼀斎塾代表の
鈴⽊隆⼀先⽣をお招きして、⼀斎先⽣の教えについて詳しく学
び、また⾔志祭では
６年⽣全員で群読す
るなどの数々の佐藤

⼀斎に関する取組が認められ、６年⽣が「佐藤⼀斎⾔志
四録⼦ども普及⼤使」に任命されることになり３⽉２４
⽇に「⼦ども普及⼤使」の任命式が⾏われ、当⽇は６年
⽣⼀⼈⼀⼈が任命書を受け取りました。これを機に佐藤
⼀斎の功績が広く知られるといいですね。  

 

いわむら高齢者交流サロン「楽
らく

・楽
らく

」 

⾼齢者の孤⽴を防ぎ地域のコミュニケーションを広げる⽬的で 
開催される⾼齢者交流サロン『楽・楽』（らくらく） 

楽しいおしゃべりや軽い運動、勉強会で⽼化防⽌も出来ます。 
下記の⽇時・場所で⾏われますのでお気軽にお⽴ち寄りください。 
その名の通り「気楽で楽しい」場所を⽬指します。 

 
 
 
 

毎⽉第４⽔曜⽇を予定していますので 
詳しくは下記連絡先までお問い合わせ 
ください。 
問い合わせ先 ⼭本 090-7033-4786 

『佐藤⼀斎⾔志四録⼦ども普及⼤使』任命式が⾏われました 

 
 
 

必
かなら

ずしも福
ふく

を干
もと

めず。禍
か

なきを以
もっ

て福
ふく

と為
な

す。（言志耋録１５４条） 

誰もが幸福になることを望むものですが、不幸なことが起こらないこともまた、幸福だと知る必要
があります。恥をかかないことが名誉なことであり、若死にしないことが⻑⽣きであり、飢えずに⽣き
られるのが富むことであり、病気でないことが健康なのです。他⼈と⽐較せず、欲張らず、⾜るを知る
ことが、⼈⽣を幸せに⽣きるコツなのです。 

ものは考えようです。同じ物事でも⾒⽅を変えれば幸せにも不幸にも感じる 
ものです。このような思考の転換が、⼈⽣を楽に⽣きる⽅策かもしれません。 

【NPO 法⼈いわむら⼀斎塾】 

ココ 

やましろや 

安藤豆腐店 
やすだや

⽇ 時︓令和３年５⽉２６⽇（⽔） 13︓30〜15︓00 
場 所︓やましろや（⻄町⼆丁⽬）【地図参照】 
参加費︓３００円（飲み物・おやつ代）

地図 

佐藤⼀斎 今⽉のひとこと一斎先生が言われました 
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２８名の新⼊園児を迎え、全園児１０８名で令和３年度が始まった岩村こども園です。⼊園式の後に、
先輩のお兄ちゃんお姉ちゃんがダンスを踊って⾒せてくれました。新⼊園の⼦が⼀⽇も早く集団⽣活に
慣れてくれる様、在園の⼦ども達と職員共に「がんばれ︕︕」と応援しているところです。今年度もコ
ロナ禍でのスタートになりましたが、感染症には⼗分注意し、⼩さい⼦ども達にも命の⼤切さを伝えて
いきたいと思います。地域の皆様にも助けて頂きながら、元気な岩村こども園を⽬指したいと思います
のでよろしくお願いします。 

 
  
今年度は、３０名の児童が⼊学しました。ピカピカのランドセル

を背負って、お家の⽅と⼿をつなぎ、嬉しそうに校舎に向かって歩
く姿が印象的でした。 

⼊学式が始まるまでは、新⼊⽣１⼈に６年⽣が⼀⼈ずつつき、荷
物の整理やトイレ、式場への案内等、丁寧に説明をしながらお⼿伝
いをしました。６年⽣は、腰をかがめ、１年⽣の⽬線に合わせて声
をかけ、優しいお兄さん、お姉さんとして活躍しました。 

⼊学式で新⼊⽣は、背筋をピンと伸ばし、話をする⼈の⽅を⾒て
きちんと話を聞いていました。また、⼊学児童の紹介では、担任の
先⽣から名前を呼ばれると、元気に「はい」と返事して⽴つことが
できました。⽬を合わせて話を聞く姿や、しっかりと返事する姿からは、わくわく感や、「今⽇からが
んばるぞ」というやる気が感じられました。保護者の⽅の協⼒もあり、温かい雰囲気の中での⼊学式と
なりました。 

  

🐤🐤🐤 岩 村 こ ど も 園 🐤🐤🐤 

★★★ 岩 ⾢ ⼩ 学 校 ★★★ 

＜６年⽣と⼀緒に荷物の整理＞ 

＜⼊学児童の紹介＞ ＜担任の先⽣からのお話＞ 
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岩邑中学校 ～新たな出発～ 
 
４⽉８⽇（⽊）、岩⾢中学校では４７名の新⼊⽣を迎え、全校⽣徒１３２名で令和３年度がスタート

しました。新⼊⽣たちは緊張しながらもこれから始まる中学校⽣活に希望を膨らませ、⽬を輝かせて⼊
学式に臨みました。その後の学級活動では、担任から「⽬標をひとつずつ達成していこう」「新しい世
界へ⼤きく⽻ばたいていこう」「⾃分の可能性を⼤きく伸ばしていこう」とメッセージを伝えました。
今年は通常のスタートを切れたことに感謝し、⼀歩ずつ前進していきます。 

いつでもだせる︕いちどにだせる︕ちいきにかえる︕城下町クリーンステーション 

ダンボール    1,620kg（1,820kg） 
雑誌       1,580kg（1,230kg） 
新聞紙･チラシ  1,740kg（1,695kg） 
雑がみ      475kg （270kg） 
アルミ⽸       120kg  （82kg） 
合計      5,535kg（5,097kg） 
        ※( )内は 2 ⽉の実績

岩村コミュニティセンター駐⾞場内に設置
されている資源回収ステーション「城下町クリ
ーンステーション」の、３⽉の回収実績をお知
らせします。 

資源回収ステーション（城下町クリーンステー
ション）では、下記のものはお取り扱いしていま
せんので、ご了承いただきますようお願いしま
す。 
 

【⽜乳パック】 
合同資源回収の時に 

出してください 

【⾐類】 
合同資源回収の時に

出してください 

【スチール⽸】 
不燃ごみで 

出してください 

【⽶袋】 
可燃ごみで 

出してください 
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学校のしだれ桜が満開の４⽉８⽇（⽊）、⼩学部１⼈、中学部１３⼈、⾼等部１６⼈、合計３０⼈の
児童⽣徒が当校に⼊学し、体育館にて滞りなく⼊学式を挙⾏しました。 

また、同⽇在校⽣につきましても、始業式を⾏いました。今年度は全校児童⽣徒１３２⼈でスタート
します。未だ新型コロナウイルス感染症の影響が懸念される中ではありますが、充実した教育活動の為
にどうぞご理解ご協⼒をよろしくお願いいたします。 
 

 

いわっこクラブは、放課後の⼩学校や休⽇の岩村町内で⼀年を通して地域の皆さんと関わりあいなが
ら様々な体験活動を⾏います。今年は⼩学１〜３年⽣の募集です。参加ご希望の⽅は下記の連絡先へお
問い合わせください。 

 
今年度の予定 

日にち 内容 講師 

5/10（月） はじめの会（説明、親子遊び）  

5/15（土） 田植え（家族参観） ホットいわむらの皆さん 

6/14（月） 絵本の世界を知ろう 本とごはん ある日さん 

7/19（月） パラリンピック競技・ボッチャ 岐阜県障害者スポーツ協会 

8/9（月） 絵の具あそび いたや さとし さん 

9/13（月） 走り方を教えてもらおう 市川 新祐さん 

9 月末予定 稲刈り ホットいわむらの皆さん 

11/8（月） ネイチャーゲームをしよう 
恵那山ネイチャーゲームの会の

皆さん 

12/6（月） お正月飾りづくり 鈴木 孝司さん 

1/17（月） 節分の工作をしよう 吉村 綾子さん 

2/14（月） ひなまつり用餅花づくり 商工会女性部の皆さん 
 
【お問い合わせ】 

⽣涯学習課 放課後⼦ども教室担当︓今井・和⽥ 
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 474）放課後⼦ども教室直通︓090-4400-0771 
 

🌼🌼🌼 恵 那 特 別 ⽀ 援 学 校 🌼🌼🌼 

＊＊＊ い わ っ こ ク ラ ブ ＊＊＊ 
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社会情勢の変化に伴い 

急きょ、中止となる場合が 

ございますので、何卒ご了承

ください。 

親子遊びが始まりましたよ 

 
     
 岩村福祉センターの 5 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 
  5 ⽉１９⽇（⽔）１３︓３０〜１５︓００（2 階和室） 
  5 ⽉２６⽇（⽔）１３︓３０〜１５︓００（2 階集団指導室） 
◎ 親⼦遊びの場 
  5 ⽉ 11 ⽇（⽕）１０︓３０〜１１︓３０   
  5 ⽉ 25 ⽇（⽕）１０︓３０〜１１︓３０     
◎ いっしょにいこまい会（400 円） 
  5 ⽉２１⽇（⾦）１０︓３０〜 

⼝腔機能指導（持ち帰りのお弁当を準備します） 

 
岩⾢中学校⽣徒の皆さんのボランティア活動 
先⽇沢⼭のエコキャップが届きました。 
このエコキャップは、世界中の 
⼦供達のワクチンへと変わります。 
 

恵那市社会福祉協議会  岩村支部事業は、岩村町民の皆様からの社協会費で行っております。 

問い合わせ恵那市社会福祉協議会 岩村⽀所（秋⼭・ 原⽥） 電話 43-0051 
 ホームページ︓http://www.ena-shakyo.or.jp/ 

 
 

⺠⽣委員・児童委員は地域の「⺠⽣委員児童委員協議会」に所属し、地域の実情に合わせて福祉に
関する幅広い活動を⾏っています。 

また、⺠⽣委員・児童委員の中から厚⽣労働⼤⾂に指名されて、児童福祉に関する事項を専⾨に担
当する主任児童委員がいます（平成 29 年 3 ⽉末時点で全国に約 2.1 万⼈)。 

⺠⽣委員・児童委員、主任児童委員は、地域住⺠である皆さんと同じ⽴場で相談にのり、必要であ
れば福祉制度や⼦育て⽀援サービスを受けられるように関係機関へつなぐ役割を果たします。 
 

恵那市社会福祉協議会 岩村⽀部 からのお知らせ 

岩村町 ⺠⽣委員･児童委員 からのお知らせ 
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観光協会からのお知らせ 
クラシックカーフェスティバル 

＆ Instagram フォトコンテストで賑わう !!  

恵那市観光協会岩村⽀部では、岩村本通りでクラシックカーフェステ
ィバルとそれに伴うインスタグラムフォトコンテストを実施しました。 

当⽇は岩村城⼥太⿎の演奏に合わせて、1927 年式のロールスロイス
をはじめとする 71 台のクラシックカーなどの往年の名⾞と 1912 年式
の英国製バイクなどが岩村本通りの古い町並みに勢ぞろい。 

またクラシックカーとレトロな服装と古い町並みをコラボした
Instagram（インスタグラム）フォトコンテストも実施し、あいにくの 
⾬模様でしたが、久しぶりに多くの観光客で賑わいました。 

 

 

 

 

 

(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) 

ひなまつり御礼 
      
 令和 3 年 3 ⽉ 1 ⽇から 4 ⽉ 3 ⽇までの約 1 ヶ⽉間
に渡り開催してまいりました「いわむら城下町のひな
まつり」は、町内の皆様のご理解とご協⼒のもと無事
に実施することができました。実⾏委員会⼀同、深く
御礼申し上げます。 

新型コロナウィルスの影響によりイベントは「宵の
ひなまつり」のみとなってしまいましたが、ひなまつ
りの開催にあたり、２８の個⼈・団体様より協賛⾦を
頂きました。ありがとうございました。ここに報告さ
せて頂きます。協賛⾦の総額は 111,000 円、募⾦箱の
募⾦は 17,997 円でした。 

令和 4 年の開催は「いわむら城下町のひなまつり」
がはじまって 20 年の節⽬の年となります。今後も岩
村町の春を彩るイベントとして開催を続けてまいり
たいと思いますので、変わらぬご理解とご協⼒をお願
い致します。        
いわむら城下町のひなまつり賑わい構想委員会⼀同              

 

⾦⿂びな 

宵のひなまつり ひな灯篭

町屋施設の開館時間等が変わりました。

木村邸（月曜休み）・土佐屋（水曜休み）・勝川家（火曜休み）

柴田家（金曜休み）・加納家（土・日・休日のみ開館） 

3 月～11 月 10：00～16：00 

  12 月～2 月  10：00～15：00  

※休日の場合はいずれも開館、年末年始休み
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三森山系のスミレの仲間  岩村山の会 
 

三森⼭系では、４⽉末から５⽉下旬に以下の約 12 種類のスミレを観る事ができます。中でも、エイ
ザンスミレ（叡⼭菫）は、葉の形に特徴があり、この地⽅では貴重種と思われます。下の写真のほか
にも、タチスミレ、フイリハイスミレ、アギスミレ、ニョイスミレ、ビオラ・ソロリア（外来種）、エ
ゾノタチツボスミレ、ツボスミレ、マキノスミレなどを⾒ることができます。 
 

いわむら昔ばなし余話 三森⼭のカリト岩     
岩村で⼀番⾼い⼭は三森⼭で 1103m あります。ここに登ると良く晴れた⽇には遠く伊勢の海が⾒

えます。また、御岳⼭はもちろん、北の⽅には加賀（⽯川県）の⽩⼭も⾒えます。 
 昔、岩村の殿様が⼭頂にある三森神社へ⼤勢の家来を引き連れてやってきました。急な坂道で⼤変
疲れて、そのうえあまりの良い景⾊に、殿様は参拝を前にして「まず酒をもて︕」と家来たちに命じ
ました。持参した沢⼭のご馳⾛が並べられ、殿様は⼤きな杯で酒を飲み始め、遥かかなたの森を差し
「あのあたりまでが我が領地か︖」と家来に尋ねました「なんのなんの、まだまだ向こうでございま
す。」 
 殿さまは⾃分の領地の広いことでご機嫌になり、ますます杯を重ねました。「ああいい⼼持ちになっ
たわい。では神様にお参りしようか」そこで、家来がお城から持ってきたお供えの⼊ったカリト（箱）
に近寄ってびっくりしました。なんとカリトの蓋が開いていて中は空っぽ、おまけにカリトが岩にな
っているではありませんか。 殿様も神様にお参りする前にお酒を飲んだことがいけなかったと気づ
いて、神罰を恐れ、もう⼀度お参りのし直しをしたそうです。 
この「カリト岩」は今でも三森⼭の⼭頂付近にあります。     
岩村営農 ⽇本農業賞優秀賞に 富⽥のこいのぼり     
 
 
 
 
 
 
 
 
     

㈱岩村営農が第 50 回⽇本農業賞の集団組織の
部で優秀賞に輝きました。若者が働きやすい環境
づくりに⼒を⼊れ、中⼭間地域の⽔稲⽣産を引っ
張る点が評価されました。全国での表彰は JA ひ
がしみの管内では初めて。令和 3 年 3 ⽉ 29 ⽇に、
杉浦榮治代表取締役をはじめとする 8 名が市⻑に
受賞の報告をしました。 

毎年恒例となってまいりました、「なんか楽しい
ことやろまいか富⽥︕︕」による、こいのぼりが
今年も元気に富⽥の農村景観の中を泳いでいま
す。 
５⽉末まで泳いでいます。でみなさん是⾮ご覧く
ださい。 

ご家庭で使わなくなったこいのぼりがございましたら
岩村振興事務所までご連絡下さい。 
電話︓４３-２１１１ 

タチツボスミレ フモトスミレ 

シハイスミレ

エイザンスミレ
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空き家がやがや会議参加者募集  岩村地域⾃治区運営協議会からのお知らせ 
岩村町内で年々空き家が増えています。空き家は有効に

活⽤すれば地域の貴重な資源となりますが、放置しておく
と倒壊等の危険性が⾼まり社会問題になります。 
  そこで、空き家について町内の皆さんと⾃由に意⾒交
換し、空き家の活⽤⽅法等を考えてみたいと思いますの
で、気軽にご参加ください。 
 
 ◆⽇  時︓令和３年５⽉ 27 ⽇（⽊）19 時 30 分〜21 時 
 ◆場  所︓岩村コミュニティセンター２階⼤会議室 
 ◆参加資格︓どなたでも参加できます。 
 ◆申込⽅法︓５⽉ 20 ⽇（⽊）までに電話、ＦＡＸ、Ｅ-mail のいずれかの⽅法で申込み下さい。 
ＦＡＸ、Ｅ-mail の場合は住所、⽒名、電話番号、空き家がやがや会議参加希望を明記して下さい。 
 ◆申込先︓岩村地域⾃治区運営協議会事務局（岩村振興事務所内） 
 <電話> 0573-43-2111 <FAX>0573-43-0159 <E-mail> iwamurashin＠city.ena.lg.jp       
岩村城跡清掃作業について 

「岩村城跡」の清掃作業を下記の⽇時で実施いたします。歴史的な財産を次代に継承し、地域の誇
りとするためにも皆さんと⼀緒になって維持保存に努めましょう。 

ご多忙のところ恐縮ですが、みなさまお誘い合わせのうえ是⾮ご協⼒ください。 
作業当⽇は、町内⼀⻫清掃がありますので町内⼀⻫清掃終了後にご参加願います。 

 
１．⽇  時  令和３年６⽉６⽇（⽇）※⼩⾬決⾏ 
        （中⽌の場合、当⽇の午前７時に広報にてアナウンス） 

受付︓午前 ９時 45 分〜 
作業︓午前 10 時 00 分〜12 時 00 分 

２．集合場所  岩村歴史資料館前 
        （作業内容を説明後、移動します。） 
３．作業内容  ⽯垣の清掃、草刈り等 
４．持 ち 物  タオル、軍⼿、帽⼦、草刈機（燃料は⽤意します） 

鎌、熊⼿、鍬、脚⽴、箕、スコップ、⽵ほうき 等 
５．お問い合せ 岩村振興事務所 近藤（℡43－2111） 

主催︓城下町ホットいわむら 後援︓恵那市観光協会岩村⽀部 
 
たくさんの方のご協力をお待ちしています。 

⽝猫のフンの後始末は飼い主でしっかりと︕ 
最近、猫や⽝による糞尿被害の連絡が寄せられています。 
特に猫は放し飼いしているケースが多くまた、フンの後始末の道具を持たずに
⽝の散歩をしていらっしゃる⽅もみえるようです。 
近所のお付き合いもあるので⾔いたくても⾔えずに困っていらっしゃる⽅もみ
えます。これから暖かくなってくるとニオイも特に気になる季節になります。 
マナーを守っていただくようよろしくお願いいたします。 
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まちの情報掲⽰板（広告） 

 

 

専門店だからできる この品揃え、この価格 

アンドウ 

 
 
 
                                                

岐⾩県恵那市岩村町飯⽻間 2288 番地 7 

TEL（0573）43-3066 
定休⽇／毎週⽔曜⽇ 営業時間／AM9:00〜PM7:00 

 
   

 

瀬戸石油店 

広 告  

電話 43-2158 岩村町飯⽻間 2384 番地

「ホットいわむらだより」の印刷経費の⼀部は、広告主様からの広告による収⼊で賄われています。

ジュータン・カーテン 

インテリア 
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IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION 

☎0573-43-3722                  
乳幼児期の家庭教育「いわむら学級」のお知らせ 
⽇ 時  ６⽉３⽇（⽊）１０時から１２時 
場 所  岩村コミュニティセンター ２階 ⼤会議室 
内 容  栄養指導を受けおやつの与え⽅や⾍⻭にさせない⾷事と⻭磨き⽅法など、 

親御さんの質問に答えます。  
講  師  恵那市 健幸推進課               

岩村コミュニティセンター土、日、祝日の対応について（お願い） 
 
職員が1 名勤務のため会場使⽤等があり窓⼝・電話対応にすぐに対応できない場合がありますので、
⼤変申し訳ありませんがご理解のほどよろしくお願いします。 
※受付開始⽇の申し込みについては、開催するコミュニティセンターで直接並んでいる⽅を優先しま
す。         

岩村コミュニティセンターの駐⾞場について(お願い)  
 最近、岩村コミュニティセンター駐⾞場をバス旅⾏等で⻑時間（数⽇の場合あり）利⽤される⽅があ
ります。岩村コミュニティセンター、岩村福祉センター及び岩村診療所の利⽤者の駐⾞ができないこと
がありますのでご遠慮くださるようお願いいたします。                  
主な５⽉岩村コミュニティセンター使⽤予定       

５⽉１３⽇(⽊)  ⼈権相談   ５⽉１４⽇(⾦) 無料法律相談      
※新型コロナウィルスの感染拡⼤の影響で 

急に変更・中⽌になる場合がありますのでご了承ください。        
 
           
 
 
 
 
 
 
      

お
知
ら
せ 

令和２年４⽉から試験的に⾏われてきた「よやくる号」の
当⽇予約ですが、新型コロナウィルスの影響による⼗分な検
証ができませんでしたので、今年度も継続することとなりま
した。また、新たな⽬的地として『飯峡会館（飯場簡易郵便
局）』も追加されましたので合わせてご連絡します。 

たくさんのご利⽤をお待ちしています。 

      
岩村町 

令和３年4 ⽉1 ⽇現在の⼈⼝・世帯表     
 今⽉ 先⽉ 昨年同⽉ 

総数 4,753 ⼈ （▲29） 〈▲116〉 
男性 2,303 ⼈ （▲12） 〈▲47〉 
⼥性 2,450 ⼈ （▲17） 〈▲69〉 
世帯 1,875 世帯 （▲12） 〈▲22〉 

（ ）内は前⽉との⽐較〈 〉は前年同⽉⽐ 

「ホットいわむらだより」に関するご意⾒やお問い合わ
せ、地域の皆様にお知らせしたい情報や写真などござい
ましたら、下記の岩村地域⾃治区運営協議会事務局へ
ご連絡ください。

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 
☎0573-43-2111(岩村振興事務所内) 

✉ iwamurashin＠city.ena.lg.jp 
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