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令和３年５⽉２０⽇に岩⾢⼩学校にて、岩村地域⾃治区運営協議会より「城下町クリーンス
テーション」で令和 2 年 12 ⽉から令和 3 年 3 ⽉までに回収した収益⾦の贈呈式が⾏われまし
た。地域学校協働活動事業の⼀環として⼩中学校に各６９，７９５円の収益⾦が贈呈され児童
⽣徒の活動に利⽤されます。
みなさんの協⼒があればあるほど、地域活性化につながります。これからも城下町クリーン
ステーションにご協⼒ください。
写真は左から、（岩邑小学校）原ＰＴＡ会長、大島小学校長、西尾岩村地域自治区

関連記事５ページ

運営協議会長、（岩邑中学校）宮地ＰＴＡ会長、丸山中学校長

＊岩村⾃治区運営協議会役員改正及び年度事業計画について（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）
＊令和 3 年成⼈式（P9）
＊岩村町⽂化振興会会員募集のお知らせ（P10）
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岩村地域⾃治区運営協議会からのお知らせ
令和 3 年度岩村地域⾃治区運営協議会総会が 4 ⽉ 28 ⽇（⽔）に岩村コミュニティセンター⼤
ホールで開催されました。総会では役員改選や事業計画案等の議事について審議されました。
令和 3 年度からの役員と事業計画案が以下のとおり決まりましたのでお知らせします。また、
会議の詳しい内容については城下町ホットいわむらの Web サイト（http://hot-iwamura.com/）
をご覧ください。
■令和 3 年度岩村地域⾃治区運営協議会役員【任期︓令和 3 年 4 ⽉〜令和 5 年 3 ⽉（2 年間）】
役職名
会⻑
副会⻑

⼭村

⽒

名

⻄尾

公男

善保

会計

佐々⽊
鈴⽊

監査

後藤

繁典

孝司

俊彦

鈴⽊

繁⽣

訪れたいまち部会

【部会⻑】加藤

哲也

【副部会⻑】瀬⼾

利之

住み続けたいまち部会

【部会⻑】松浦

史和

【副部会⻑】宮澤

博光

笑顔あふれるまち部会

【部会⻑】⼩栗

廣泰

【副部会⻑】鈴⽊

隆⼀

会⻑推薦

松井

宏次

⼭本

耕嗣

浅野

信之

■令和３年度岩村地域⾃治区運営協議会事業計画
１．岩村地域⾃治区総合計画の進⾏管理
２．いわむらグランドデザイン<観光まちづくり指針>（2014〜2033）の⾒直し
３．空き家・空き店舗対策
４．⾃治会加⼊率の向上
５．地域学校協働活動の推進
６．移動⼿段の⾒直し
７．地域課題への対応
８．市・県・国等への各種要望
９．ホットいわむらだよりの発⾏（毎⽉発⾏）
10．各部会の事業計画（地域計画に基づく以下の施策の推進及び進⾏管理）
【訪れたいまち部会】
①岩村城跡の保存と景観対策②外国⼈の誘客対策③新しい観光資源の活⽤・リピーター対策
④特産品の企画・開発⑤空き家対策⑥⼈材確保（育成）
【住み続けたいまち部会】
①空き家を出さない活⽤⽀援②⾃治会の活性化③交通⼿段の確保④住みやすい環境の確保
【笑顔あふれるまち部会】
①安⼼して遊べる・預けられる場所の確保②⼦ども同⼠の交流（上下と横のつながりを創る）
③郷⼟を愛する⼼を育てる（地元に誇りを持つ）④若者が結婚し地元に残るために⑤⼦ども
の笑顔でみんなも笑顔⑥⼼と体の健幸
★ホットいわむらだより 5 ⽉号で参加者募集をしました「空き家がやがや会議」については、新
型コロナウィルス感染防⽌のため、延期することとしました。延期の⽇程は今後の新型コロナウ
ィルスの動向をみて改めてホットだよりにて連絡します。
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2021 いわむら城下町のひなまつり協賛⾦ご協⼒のお礼
３⽉１⽇から４⽉３⽇までの⼀ヵ⽉にわたる「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、皆様からたくさんの協賛⾦・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を頂きました皆様のお名前をご
紹介させて頂きます。

⼀般協賛⾦ 28 件 １１１，０００円
⼭上哲司様

㈲松浦軒本店様

岩村醸造様

エコノ中垣様

藤井時計店・藤時屋様

エコー⾐料品店様

スポーツショップニシオ ⻄尾公男様
⽔野恵美⼦様

⽥中清明様

やましろや ⻄尾和洋様

おそうざい かぶと様

⽔半名物販売店様

⼭丸屋商店様

寝具の⾼⼭様

加藤すみゑ様

樋⽥敬様

稲垣政紀様
⼩⼭直江様

三学の⾥ 成瀬清美様

鈴⽊順治商店様

（順不同）

清楽寺様

瀬⼾⽯油店様

安藤道治様

⽥中丈雄様

服部真由美様
三浦畜産様

川原広⼦様

やすだや洋品店様

【いわむら城下町のひなまつり賑わい構想委員会】

危険な空家の解体撤去を⽀援します
全国的に空き家が増加する中、岩村町においても空き家が増加し、適正な管理がなされていな
い空家が増加しています。
恵那市では、安⼼安全なまちづくりを推進することを⽬的とした「恵那市危険空家改訂撤去⽀
援事業補助⾦」の対象要件を拡充しました。下記に該当する空家がありましたら岩村振興事務所
または都市住宅課まで情報提供くださるようお願いします。
特定空家とは・・・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態⼜は著
しく衛⽣上有害となるおそれのある状態、適切な管理が⾏われていないこと
により著しく景観を損なっている状態その他周辺の⽣活環境の保全を図るた
めに放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。
不良空家とは・・・市⻑が不良空家と判断したもの
危険空家を解体撤去するにあたって以下の補助⾦もありますのでご利⽤ください。
補助率

補助金の額

１/２

補助対象事業費×補助率

特定空き家
不良空家

お問い合わせ先

恵那市役所都市住宅課計画係
佐藤⼀斎

一斎先生が言われました
ひ ゃ く ね ん

さ い せ い

わ れ

な

そ

こ う

限度額
６０万円
３０万円

電話番号 0573-26-2111（内線 246）
今⽉のひとこと
ど

百年、再生の我無し。其れ曠度すべけんや。
（言志後録１０９条）
⼈⽣は⻑く⽣きても百年、三万六千五百余⽇。しかも、今という時間、
今⽇という⽇は、⼆度と戻ってきません。だから、今この瞬間を⼤切にして
⽣きるのです。
⼈⽣は⼆度と戻らない時間の積み重ねです。たとえ今はつらくても、⼀瞬⼀瞬を⼤切にまじめに
⽣きていると、いつの⽇か、⽣まれてきた意味や喜びを知る時が必ずきます。くじけずに、⼀⽇⼀
⽇をしっかり⽣きていきましょう。
【NPO 法⼈いわむら⼀斎塾】
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🐤🐤🐤 岩 村 こ ど も 園 🐤🐤🐤
５⽉１１⽇

いちご狩りに⾏ってきたよ︕︕

５⽉１２⽇

春のすいすい遊ぼうデー

年⻑さんは、原農園に招待してもらい、いちご狩りに⾏ってき
ました。⼿の消毒をし、密にならない様、数⼈でハウスに⼊り 5
個ずつ取らせて貰ったね。⼤きくて⽢そうないちごを選んでみ
んなニコニコ顔で摘みました。原農園のおじさんやおばさんに
お礼を⾔って帰り道、いつもさつま芋を掘らせてもらう服部さ
んの畑のぼたに座って、年⻑さんだけのおやつタイム。「あま
〜い」「おいし〜」と⾔いながらの嬉しいひと時。帰りはいちごパワーで元気に歩いて帰りまし
た。原農園さん、ありがとうございました︕
今⽇は、⼦ども達が楽しみに待っていたすいすい遊ぼうデー︕︕
今回は、各年次それぞれで春の草花摘みをして来て、それを使って遊びを楽しむ⽇です。ヨモギや
シロツメクサ、ハルジオン、たんぽぽやすいこきなど沢⼭集まっ
た草花を⽯ですり潰したり棒でたたいたりしながら、⾊⽔づくり
を楽しんだね。中には、草を叩くためのマイストーンを⼤事そう
に拾ってきた⼦もいました。砂にトッピングして美味しそうなケ
ーキを作っていた⼦、先⽣にシロツメクサの冠を教えてもらった
⼦もいましたよ。「ヨモギのにおいがする︕」「ジュースが出来
た︕」と沢⼭の会話の中、すいすい遊ぼうデーの時間がゆっくり
流れていきました。

★★★ 岩 ⾢ ⼩ 学 校
『ペア掃除』

★★★

今年度より、１年⽣と６年⽣、２年⽣と５年⽣、３年⽣と
４年⽣がペアを組んで清掃活動を⾏う「ペア掃除」に取り組
んでいます。これは、⾼学年が低学年の⼿本となる姿を⽰し、
その姿から低学年は正しい掃除のしかたを覚え、責任をもっ
て活動できるようにすることをねらってのことです。
まずは、ペア学年で念⼊りに打合せ会を⾏い、めあてや分
＜ほうきはこうやって使うんだよ＞
担、道具の使い⽅、掃除のしかたを確認するところからスタ
ートしました。上級⽣は、下級⽣に「ほうきは、こういう向きで持つんだよ。」「後ろから前に向か
ってごみを集めるんだよ。」等と丁寧に説明をし、張り切って取り組もうとする様⼦が伺えました。
掃除の時間の前には、全員が掃除道具を持って集合し、き
ちんと挨拶をして始めます。低学年の傍らには、いつも⾼学
年がついて⾒守り、優しく教える姿が⾒られます。
来校されたお客様から「岩⾢⼩学校は、⽊がふんだんに使
われていて温かさのあるきれいな学校ですね。」とよく⾔わ
れます。⼼のこもった掃除で、校舎をさらにすみずみまで美
しくし、全校みんなでこの学校を⼤事にしていきたいと思
＜それぞれの持ち場で丁寧に＞
います。
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）

○●○ 岩⾢中学校

○●○

令和３年度岩⾢中学校の⽣徒会スローガンは「楽(らく・たのしむ)・・・安⼼から信頼 そして真
の仲間へ」です。昨年度⾒直した「岩中⼈権宣⾔」の内容を踏まえて、真の仲間とは何かを考えな
がら学校⽣活に取り組んでいます。
「楽」には、楽しい岩⾢中を実現し、仲間とともに成⻑していき
たいという願いが込められています。⽣徒総会では活発な質疑も⾏われ、⾃分たちの⼿で岩⾢中を
創っていく、という思いを新たにしました。

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
⽇頃は、城下町クリーンステーションにご協
⼒いただきありがとうございます。
回収にあたりみなさんには、資源の分別をお
願いしているところではありますが、ダンボー
ルと「雑がみ」が混ざって⼊っていることが⾒
受けられます。
下記のことに注意してステーションに出し
てください。
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、4 ⽉の回収実績をお知
らせします。
ダンボール
雑誌
新聞紙･チラシ
雑がみ
アルミ⽸
合計

1,880kg（1,620kg）
1,970kg（1,580kg）
1,860kg（1,740kg）
515kg （475kg）
117kg （120kg）
6,342kg（5,535kg）
※(

①箱やパッケージにダンボールマークがある。

ダンボールで回収

雑がみで回収

②ダンボールは紙の間に波の紙が⼊っている。
←波の紙

③紙が厚くても「雑がみ」のものもある。
ラップの芯、トイレットペーパーの芯など

)内は 3 ⽉の実績
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🌼🌼🌼 恵 那 特 別 ⽀ 援 学 校

🌼🌼🌼

新緑のきれいな４⽉下旬から５⽉初旬にかけて、当校、⼩学部・中学部・⾼等部の児童⽣徒たち
は遠⾜や校外学習に出かけました。
暖かな⽇差しの中、各学部とも学年や学級ごとに岩村町内各所をめぐりました。桜やたんぽぽ等
春の花を⾒付けたり、⾵を感じたり、歴史ある町並みを⾒たりしてきました。友達と距離を保ちな
がら、お弁当を楽しく⾷べることもできました。
今年度も地域のさまざまな教育資源を活⽤し、児童⽣徒が体験的に学ぶ機会を設けていきたいと
考えています。地域の皆様のご協⼒をお願いします。

〈小学部：富田地区にて〉

＊＊＊

〈中学部：岩村駅にて〉

〈高等部：岩村町内にて〉

いわっこクラブ

＊＊＊

第⼀回⽬のいわっこクラブを開催しました。今年
は 1〜3 年⽣対象に募集し、19 名の申込みをいただき
ました。⼦ども達は元気いっぱいです︕
今回のいわっこクラブは、はじめの説明会と親⼦遊
びを⾏いました。親⼦遊びは体育館へ移動。⼿を繋い
で時間をぴったり当てるゲーム、新聞紙に乗ってジャ
ンケンをして負けたら新聞を半分に折るゲーム、時間
ぴったりゴールを狙うリレーなどを楽しみました。新
聞紙を広げ「の」に丸をつけ、3 分間でいくつ⾒つけられるかを競⾛する「の」の字探しゲームで
は、⼤⼈も⼦どもも⼀緒に夢中になって探していました。お家でもできる遊びですので探す字を変
えるなどして遊んで⾒てくださいね。
【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
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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６⽉の予定をお知らせします。
今後の、新型コロナウィルスに
来館前に、⾃宅で検温をしてきて下さい。
関する社会情勢の 変化に伴
◎いっしょにいこまい会
い、中止となる場合がありま
６⽉１８⽇（⾦） 午前 10 時半〜午前１１時半
す。
会費 400 円(持ち帰りお弁当を⽤意します)
福祉センター2 階 多々良恵⼦先⽣の健康体操
◎美容・健康トレーニング（⼀回５００円）予約不要
距離を取り、マスク等着⽤の上、換気しながらの開催。
6 ⽉ 9 ⽇（⽔） 午後１時半〜午後３時
６⽉ 2３⽇（⽔） 午後１時半〜午後３時
◎ 「親⼦遊びの場」
6 ⽉ １⽇（⽕） 午前 10 時半〜午前 11 時半
6 ⽉２９⽇（⽕） 午前 10 時半〜午前 11 時半
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/

恵那市ボランティア連絡協議会岩村⽀所所属団体の紹介 『あかね会』
あかね会は現在会員 6 名、主に「環境問題について考える」という活動を⾏っています。
内容は、ごみの減量を⽬指した「ボカシ作り」、草⽊染で「エコバック作り」、⽔環境考慮した、
「へちまたわし作り」を⾏っています。⽔環境問題は世界的にも取り組まれている問題で、深刻な
状況を少しでも改善するために、環境問題啓発活動として毎年卒園される園児の皆様へ、「へちま
たわし」「再⽣紙ノート」「⽔切りネット」を渡しています。⼩さな活動ですが、コツコツと続け
ております。ぜひ私たちと⼀緒に環境について考えてみませんか︖
興味のある⽅は、岩村福祉センターまで連絡下さい。
連絡先 0573-43-0051 秋⼭・原⽥
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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インスタグラム・フォトコンテスト⼊賞者決まる !!
恵那市観光協会岩村⽀部が 4 ⽉ 18 ⽇に実施した、インスタグラムフ
ォトコンテストの⼊賞者が決まりました。
当⽇は岩村本通りでクラシックカーフェスティバルが開催され、それ
にあわせてクラシックカーとレトロな岩村をコラボした写真の投稿を
募集したところ、189 点の応募がありました。
青木孝義さんの作品
ユーザーネームで投稿されるため、どこの誰が投稿した写真なのかが
わからない中で、岩村⽀部の役員らで審査し、メールで住所、⽒名を返
信してもらい、次の 3 名の⽅の写真が⼊賞と決まりました（順位はあり
ません）。
中津川市苗⽊
⻘⽊ 孝義 さん
可児郡御嵩町
⼤川 みどり さん
大川みどりさんの作品
恵那市⻑島町
市川 ⽂之 さん
⼊賞者には、岩村醸造の純⽶吟醸酒、岩村特産カステーラ、3 本セッ
ト、⼥城主の⾥いわむらのタオル(2 種類）を贈呈し、新聞などにも公表
しました。
これからも随時実施する予定ですので、気軽に投稿をお願いします。
(⼀社)恵那市観光協会岩村⽀部/岩村町観光協会/“えてらす、いわむら。”
TEL/FAX 4３-3231(町並みふれあいの舘内)

市川文之さんの作品

歴史再発⾒ vol.76 〜希庵⽞密はなぜ殺されたのか（上）〜
飯⽻間の希庵橋と希庵塚は⼤円寺最後の住職希庵⽞密に
関係する史跡で、次のような伝説が広く知られています。
「元⻲３年（1573）に岩村城を落とした武⽥信⽞は希庵を恵
林寺に迎えようと再三使者を送ったが希庵は拒否した。怒っ
た信⽞は秋⼭伯耆守に殺害を命じ、希庵は 11 ⽉ 26 ⽇に⼤
円寺を脱出したが希庵橋で刺客に追いつかれ遂に殺害され
た。⾥⼈は遺体を丘の上に葬り塚とした。⼤円寺もこのときに秋⼭に焼かれて廃絶した」
ところが、最近の研究の進展により、このときの岩村落城の経緯は伝説とは異なるものである
ことが分かってきました。もともと遠⼭⼀族は信⽞に従属していましたが、この年８⽉に当主景
任が病死したこときっかけに織⽥信⻑が介⼊し、⼦の御坊丸を後継として岩村城に⼊れました。
これにより遠⼭⼀族は織⽥⽅となったのですが、11 ⽉になって岩村城のみが単独で⾃発的に武
⽥⽅に復帰したというのです。また、このとき秋⼭⻁繁は徳川攻めのため静岡県にいたことも判
明し、秋⼭が岩村城を落としたというのも史実ではないことが明らかになりました。
武⽥による岩村城攻めはなく、戦闘があったとしても、城の内部で岩村の家⾂団と御坊丸に従
っていた織⽥兵の間で⼩規模な争いがあった程度でしょう。これでは信⽞が⼤円寺を焼く理由は
ありません。むしろ、岩村城の遠⼭家⾂団をつなぎとめるためには、菩提寺である⼤円寺は保護
する必要があったでしょう。このことについて、12 ⽉に甲斐恵林寺（信⽞の菩提寺）の快川紹喜
から飯⽥の開善寺の速伝宗販に宛てた⼿紙に興味深い内容が書かれています。どちらも希庵と関
係の深い妙⼼寺派の⾼僧です。（次回に続く）
参考⽂献︓横⼭住雄「希庵⽞密の⽣涯（再稿）」（『郷⼟研究岐⾩』109、2008 年）
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令和３年成⼈式が⾏われました
新型コロナウィルスの影響で、延期となっていた
「令和３年恵那市成⼈式」が５⽉２⽇に⾏われまし
た。感染防⽌対策として数ヶ所に分かれて⾏うサテ
ライト⽅式で⾏われ、岩村町・上⽮作町の新成⼈は
岩村コミュニティセンターでの開催となりました。
岩村町は３５名の成⼈が集まり久しぶりに出会う
友⼈に笑顔があふれていました。本来ならば友⼈同
⼠集まって⼤勢で写真を撮りたいところでしたが、
皆さん感染防⽌のルールを守って２⼈以上での写真撮影は控えていました。
本会場では実⾏委員⻑である岩⾢中学校出⾝の後藤瞭さんのあいさつから始まり、会場では新
たなスタートを切るという意味も込められたテープカットも⾏われ終始和やかな雰囲気で成⼈式
は執り⾏われました。

いわむら昔ばなし余話

〜⼤将陣と⼤将塚〜

天正３年（１５７５年）６⽉に織⽥信⻑は⻑男の信忠を⼤将に仕⽴て、３万もの⼤軍を率い岩村
城を攻めました。その時信忠が本陣を構えたところが現在の⼤将陣です。この戦いは半年に及び織
⽥勢の勝利となり秋⼭信友、おつやの⽅を含む５名が⼤将陣で逆さ磔の刑にされ、⼤将陣に埋めら
れたといわれてます。その祟りからか歴代の殿様が遭難や若死にがあるといわれ、丹⽻⽒の代に
（寛永〜永禄）に５⼈の霊を慰めるために五仏寺を建てたといわれますが、松平の代になって廃寺
となり、今は塚だけが残っています。

ホットな⽥んぼで⽥植え体験
5 ⽉ 15 ⽇（⼟）、富⽥地区の「ホットな⽥んぼ」で⼩学⽣を
対象とした⽥植え体験を開催しました。
⽥植え体験には 16 名の⼩学⽣が参加。管理⼈の上⽥さんの指
導により、苗の植え⽅などの説明を受け、⽥植えに挑戦しまし
た。この体験事業は、まちづくり活動補助⾦の「こども塾事業」
のひとつで、作業の体験を通し、⾷の⼤切さを学ぶことを⽬的
としています。秋には稲刈り体験が⾏われます。

三森⼭系のランの仲間

岩村⼭の会

三森⼭系では 14 種類のラン科の植物が⽣育しています。
（4 ⽉︓ヒメフタバラン、シュンラン。
5 ⽉︓ササバギンラン、ヒトツボクロ、コケイラン。6 ⽉︓クモキリソウ、ジカバチソウ。7 ⽉︓
カキラン、ネジバナ。8 ⽉︓オオバノトンボソウ、アオフタバラン、シュスラン、ツチアケビ）。
その多くは限られた場所に数株しかない⽣育していません。保護しなければ消滅してしまう事
が懸念されます。岐⾩県が指定した絶滅危惧種の中の、シュスラン、ハクウンラン、ギンラン、ヒ
メフタバラン、アオフタバラン、カキラン、コケイランの 7 種類が⽣育しています。
岐阜県指定絶滅危惧種

ジカバチソウ

カキラン

シュスラン
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コケイラン

ハクウンラン

岩村町⽂化振興会会員募集のお知らせ
クラブ名
岩村短歌会

活動⽇
毎⽉第４⽊曜⽇
午後１時から午後 3 時
不定⽇

陶芸教室

対象者

⽉３回程度

午前 9 時から午後 3 時

ＮＰＯ法⼈
毎⽉第２⼟曜⽇
いわむら
午後 1 時から午後 3 時
⼀斎塾
声

友

会

毎⽉第１・３⼟曜⽇
午後 1 時半から午後 3 時半

サンコーラス

友 楽 会
【三味線】
岩村俳句会

どなたでも

年会費 5,000 円

⼩学１年⽣
年会費 1,000 円
以上
粘⼟代 600 円
男⼥問わず
中学⽣以上
どなたでも
歓迎

連絡先
岡⽥登美⼦
43-3290
伊藤

応⼆

090-7850-4375

⼊会⾦ 1,000 円

鈴⽊ 隆⼀

年会費 3,000 円

090-8135-2421

歌の好きな⽅ 毎⽉ 2,500 円

福平

良⼦

43-2589
代表

毎⽉第１・３⽕曜⽇

恵南

会費

⾼⼭

美紀⼦

男⼥問わず歌 毎⽉ 2,000 円程度 080-6946-4402

午後 7 時 45 分から

の好きな⽅

午後 9 時 45 分

【講師料含む】

⼭⼝

通⼦

090-2617-6456

毎⽉第３⼟曜⽇

男⼥問わず

午後 2 時から午後 4 時

若い⽅是⾮

毎⽉第３⽉曜⽇
午後 1 時から午後 3 時

どなたでも

毎⽉ 3,000 円

年会費 3,000 円

鈴⽊ 君⼦
43－2857

⻄尾 浩⼦
43-3258

始めてみませんか︖︖お気軽に直接連絡先にお問い合わせください。
その他の活動団体にも、らくらく着付け、⽔墨画サークル、響扇齋岩村書道会、カトレア会（絵⼿紙）
があります。こちらのクラブは岩村コミュニティセンターまでご連絡ください。
電話番号

43-3722

担当︓鷹⾒・⽥中

岩村町
令和３年 5 ⽉ 1 ⽇現在の⼈⼝・世帯表
今⽉

先⽉

昨年同⽉

「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
どありましたら、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。

総数

4,751 ⼈ （▲2）

〈▲121〉

男性

2,297 ⼈ （▲6）

〈▲51〉

発⾏/岩村地域⾃治区運営協議会

⼥性

2,454 ⼈

（+4）

〈▲70〉

〒509-7403 恵那市岩村町 1657 番地 1

世帯

1,881 世帯

（+6）

〈▲20〉

☎0573-43-2111(岩村振興事務所内)

（

）内は前⽉との⽐較〈

✉

〉は前年同⽉⽐
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iwamurashin＠city.ena.lg.jp

まちの情報掲⽰板（広告）
広
告
専門店だからできる この品揃え、この価格
ジュータン・カーテン

インテリア

アンドウ

岐⾩県恵那市岩村町飯⽻間 2288 番地 7

43-3066

TEL（0573）

定休⽇／毎週⽔曜⽇ 営業時間／AM9:00〜PM7:00

瀬戸石油店
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。
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IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION

☎0573-43-3722
家庭乳幼児学級「いわむら」からのお知らせ
⽇
場
内

時 ７⽉１⽇（⽊）午前１０時から午前１２時
所 乗⾺クレイン恵那
容 乗⾺クレイン恵那で⾺とふれあい、その後岩村ダムを散策

令和３年度前期市⺠講座の募集について

税理⼠の⼭村祥弘先⽣による講座です。定員に余裕がありますので是⾮お申込みください。
講座名
明るい終活の仕⽅
⽇
時
９⽉１２⽇（⽇）午後１時半〜午後３時半
場
所
岩村コミュニティセンター ２階 ⼤会議室
申し込み先 岩村コミュニティセンター ⽥中
※新型コロナウイ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。

明智町に行ってきたよ！
5 ⽉ 6 ⽇（⽊）に家庭乳幼児学級「いわむら」の皆さんと明
知鉄道に乗って明智町に⾏ってきました。
⽣まれて初めて明知鉄道に乗る⼦どもたちも多く、外を眺め
てははしゃいでいました。
浪漫亭の公園の滑り台で滑ったり芝⽣を⾛り回ったりとた
くさん楽しみました。
またみんなで遊びに⾏けるといいですね。

今⽉の新刊

内館 牧⼦ 著 「今度うまれたら」
⼭本 ⽂緒 著「⾃転しながら公転する」
凪良 ゆう 著「滅びの前のシャングリラ」
藤野 千夜 著「じい散歩」
伊吹 有喜 著「⽝がいた季節」
町⽥そのこ 著「52 ヘルツのクジラたち」
児童書「ノラネコぐんだんケーキをたべる」

主な６⽉岩村コミュニティセンター使⽤予定
６⽉ １⽇(⽕)
６⽉ ４⽇(⾦)
６⽉２８⽇(⽉)

全館停電 午後５時半から午後７時まで（予定）
無料法律相談
のびっこクラブ
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