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神無月 

 ８⽉１３⽇から８⽉１５⽇にかけて岩村町に甚⼤な被害をもたらした豪⾬災害からおよ
そ１カ⽉半が経過し、徐々にではありますが⼟砂撤去等の復旧が進みはじめました。 
 市では災害復旧補正予算が組まれ今後本格的に復旧⼯事がはじまりますが、その際には通
⾏に⽀障が出る場合がございますのでみなさまのご協⼒をお願いします。 
 また、災害現場は危険な場所が多いため、特に⼩さなお⼦様は絶対近づかないように注意
願います。 

災害復旧はじまる 

大根洞地域の民家付近で起こ

った土砂崩れは、大型土のう

で仮復旧しています。 

３区の土砂崩れは土砂撤去され通行できるようになりました。 



岩村地域⾃治区運営協議会からのお知らせ 
■岩村デマンド交通よやくる号をご利用ください。 

 岩村地域の公共交通機関「岩村デマンド交通よやくる号」をご存じですか︖ 
事前に予約のあったバス停と⽬的地を運⾏する公共交通機関ですが、利⽤者が少ない状況が

続いています。地域の⼤事な公共交通機関を維持していくためにもご利⽤をお願いします。 
<利⽤案内> 
 ○運 ⾏ ⽇︓⽉曜⽇から⾦曜⽇（ただし祝⽇と 12 ⽉ 29 ⽇〜1 ⽉ 3 ⽇は運休） 
 ○予約⽅法︓（0573）43-2165 に電話し、乗⾞するバス停や時間を予約します。 
        電話予約受付時間は午前 8 時 30 分から午後 4 時までです。 
        運⾏ダイヤの第 2 便から第 8 便は当⽇予約ができます。利⽤時間の 30 分前 

までに電話予約をお願いします。 
第 1 便のみ利⽤前⽇の午後 4 時までに予約してください。 

 ○運  賃︓1 回 300 円 
 ○運⾏ダイヤ 

⾃
宅
近
く
の
バ
ス
停 

１便  8︓40 頃  

⽬
的
地 

岩村駅前 
総合福祉センター 
（岩村診療所） 
岩村警部交番前 

（旧）岩村振興事務所前
ＪＡ岩村⽀店 
岩村郵便局 

バロー岩村店 
下切公会堂 

飯峡会館（簡易郵便局）

２便  9︓10 頃  

３便  9︓45 頃  

４便 10︓30 頃 
 

５便 11︓00 頃 
 

６便 13︓45 頃 
 

７便 15︓40 頃 
 

８便 16︓50 頃 
 

☆具体的な利⽤例 
  ⼤円寺の⽅が 10 ⽉ 15 ⽇の 9 時 30 分に岩村診療所を利⽤されたい場合 
  ①第２便（9 時 10 分頃）のバスを 8 時 40 分までに予約します。 
  ②⼤円寺バス停でバスに乗⾞（9 時 10 分頃）→総合福祉センター 
  ③岩村診療所で診療を受け 10 時 15 分に終了。 
  ④第 5 便（11 時頃）のバスを 10 時 30 分までに予約します。 
  ⑤総合福祉センターバス停でバスに乗⾞（11 時頃）→⼤円寺バス停 

市⽴恵那病院コミュニティバス運⾏⾏程の変更について 
平成 28 年 11 ⽉より恵南地域から市⽴恵那病院までの無料コミュニティバスを運⾏していま

すが、利⽤者が⾮常に少ない地域もあり、11 ⽉ 1 ⽇より以下のとおり曜⽇と時間を変更するこ
ととなりましたのでお知らせします。 
【変更前】 
 ⽊曜⽇ 
  串原福祉ｾﾝﾀｰ  → 明智振興事務所 → ⼭岡診療所  →  岩村診療所  →   病院 

   8︓10         8︓27      8︓44      9︓02       9︓30 
 13︓08         12︓52      12︓40     12︓25     12︓00 

【変更後】 
 ⽕曜⽇ 

岩村診療所 → ⼭岡診療所  →  藤多⽬的センター →    病院 
8︓40        8︓55           9︓15              9︓30 

12︓50       12︓35         12︓15          12︓00 

皆さま是非 
ご利用ください。 
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飯峡会館がリニューアルオープンしました  
 
令和３年 4 ⽉に恵那市から移譲を受けました「飯峡会館」の改修⼯事が終わり、このたびリニ

ューアルオープンとなりましたので、改修⼯事箇所の概要と内覧会についてお知らせします。 
 
◆改修⼯事概要︓研修室（⼩） フローリング仕様・空調設備完備 
        研修室（⼤） 畳張替え・空調設備完備 
        トイレ    全⾯改修（バリアフリー） 男⼥トイレ 多⽬的トイレ 
◆その他の特徴︓パンフレット掲⽰コーナーを設置 
        飲⾷関係のお取り寄せなどのお世話 
 
 
 
<主な改修箇所> 

 
研修室（⼩） 研修室（⼤）

 
 

 
多⽬的トイレ 洋式トイレ（男⼥）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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 
（1 時間） 

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 2,500 2,500 2,500 500
駐⾞場（イベント） 5,000 

～～みなさま是非ご利用ください～～ 

◆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 

ご予約はこちら 

内覧会の開催︓令和 3 年 10 ⽉ 23 ⽇（⼟）と 24 ⽇（⽇）
両⽇とも午後 1 時から午後 5 時まで 
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職員室前の花瓶には、給⾷の先⽣に頂いた⽴派で真⾚なほおずきが挿
してあります。「これなんだ︖」と、そっと⽪をめくって中をのぞいたと
たん「あ︕トマトが⼊ってる︕」と驚いた年少組の S 君の素振りがとて
もかわいかったです。まだまだ感染症の予防を続けながらの⽇々です
が、こども達はとても元気に運動会の練習を続けています。 
年少組・・スローガン 「元気いっぱい えいえいおー︕」 

初めての運動会、ちょっぴり難しいケンパやかけっこの練習をがんばっています。「や
さいマン」のリズムは、のりのりで楽しんでいるよ 

年中組・・スローガン「勇気 にんにん︕」 
     忍者の隊⻑から届いた巻物には①朝の挨拶をするべし②

ボール付きを３回やるべし③前回りをするべし⓸⽝⾛りを
するべしと修⾏の仕⽅が書いてあった。 
よしやるぞ︕と意気揚々、練習が始まりました。 

年⻑組・・スローガン「みんな輝け 元気  勇気 やる気 やってみよう︕」 
     先⽣達が作ってくれたタイヤ⾶びで練習をいっぱいやったか

ら今度はとび箱だ︕逆上がりや⾛り縄跳びにも挑戦。応援合戦
もみんなで考え中だよ。こども園最後の運動会、がんばるぞ︕ハ
ロウィンのかぼちゃの飾りも年⻑さんが作ったよ。 

未満児組・・⼩さな⼿をぱちぱちたたきながら、お兄ちゃんお姉ちゃんの
練習を応援するよ。 

 
  

オンライン授業 〜⼦どもの学びを⽌めないために〜  
「お家で授業を受けたよ︕」…新型コロナウイルスの

感染が広がり、緊急事態宣⾔が出されたことを受け、万
が⼀登校できない状況になっても学校と家庭がつなが
れるように、「オンライン授業」を試⾏しました。 

⼦ども達は、それぞれ iPad を持ち帰って、Zoom で
学校にいる担任の先⽣とつながり、学級ごとに国語や算
数の授業を⾏いました。先⽣から送られてきた問題を解
き、iPad を通
して提出した

り、解いた問題をみんなで答え合わせをしたり、わから
ないことを質問したりと、⾃ら学ぶ姿勢をもって取り
組みました。 

各家庭では、Wi-Fi を整備し、接続の設定をするなど、
協⼒していただきました。また、学童の先⽣⽅にもお世
話になり、学童クラブで学校とつなぐこともできまし
た。今後も、⼦ども達の学びを⽌めない⼯夫を⾏ってい
きたいと思います。 

🐤🐤🐤 岩 村 こ ど も 園 🐤🐤🐤 

★★★ 岩 ⾢ ⼩ 学 校 ★★★ 
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＜学校と家庭をつなぐ＞ 

＜学校と学童をつなぐ＞ 



 
 

 
⾃分らしさを伸ばす 〜夏休み⼀研究・⼀作品〜 
今回は、⽣徒たちが夏休みに取り組んだ成果を紹介します。昨年の夏休みは９⽇間しかありま

せんでしたが、今年は３６⽇間の休みがあり、じっくりと時間をかけて取り組んだ⼒作が多くあ
りました。例年であれば保護者や地域の⽅に「作品展」をご覧いただけるのですが、今年度は残
念ながらご来校いただくことができませんので、⼀部ではありますが紹介させていただきます。
中学⽣ならではの感性、技能、発想の豊かさ、粘り強さ等を感じていただけると嬉しいです。 

 

 

今回は特別⽀援学校で⾏っている「作業学習」について紹介します。当校⽣徒は⾼等部卒業
後、仕事をすることが⽣活の中⼼になる⽣徒がほとんどです。そのため中学部・⾼等部では、
「働く⼈になる」を合⾔葉に作業学習に⼒を⼊れ取り組んでいます。作業学習とは⽣産活動や
清掃サービスなどの研修を重ねながら、販売やサービスを通じていわば「商売」を実践的に体
験することで、働く意欲や態度を養う学習です。中学部はクラフト班、紙⼯班、陶芸班の計３
班。⾼等部は⼯芸班、縫製班、⽊⼯班、軽作業班、クリーンサービス班、窯業班の計６班で活
動しています。実際にお店に並ぶ製品を作ったり、外部の企業から委託された作業を⾏ったり
して、働くことについて学んでいます。今年度の販売会は、新型コロナウイルス感染症対策の
ため規模を縮⼩して実施したり中⽌となったりしていますが、いつかまた地域の皆さんに製品
を⾒ていただいたり、サービスを提供できる⽇を楽しみに頑張っています。 
 

 

 

○●○ 岩 ⾢ 中 学 校 ○●○ 

🌼🌼🌼 恵 那 特 別 ⽀ 援 学 校 🌼🌼🌼 
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ゼログラビティ（無重力） ランプシェード 

組立式物置

スケボー 

上段は作業学習の様子です 

下段は生徒達が作った製品です 



 
観光協会からのお知らせ  

岩村城下町が全国おすすめ城下町 15 選に!! 

じゃらんニュース（HP）の全国おすすめの城下町 15 選に岩村城下町が選ばれました。 
江⼾時代の⾯影が残る町並みで、散策や⾷べ歩きを楽しもう!! 

〇岐⾩県 岩村城下町 
〇⻘森県 弘前城下町    〇秋⽥県 ⾓館城下町     
〇神奈川県 ⼩⽥原城下町  〇⼤分県 杵築城下町 
〇⻑野県 松本城下町    〇福井県 越前⼤野城下町   
〇愛知県 ⽝⼭城下町    〇三重県 松阪城下町     
〇滋賀県 彦根城下町    〇島根県 松江城下町 
〇兵庫県 出⽯城下町    〇兵庫県 篠⼭城下町     
〇島根県 津和野城下町   〇⼭⼝県 萩城下町      

(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) 

歴史再発⾒ vol.80 〜応仁の乱のときの遠⼭⽒の旗指物の家紋〜 

『⾒聞諸家紋』（以下『⾒聞』）は、室町幕府評定所の職員が応
仁の乱のとき諸国から上洛した東軍の軍勢の旗や陣幕などを⾒聞し
て作成されたもので、成⽴は⽂明２年（1470）８⽉４⽇以前と判
明しています。武家の家紋（紋所）は、鎌倉時代初期の旗指物のし
るしを起源として、鎌倉中期に⼀般化したといわれています。しか
し、そのデザインは絵画などから断⽚的に分かるのみで、各⽒の紋
を網羅的に⾒ることのできる家紋帳としては『⾒聞』が最古のもの
です。 
 写真は『⾒聞』に採録された遠⼭⽒の家紋です。江⼾時代の遠⼭⽒の家紋は「丸に⼆引両」
（丸の中に２本の横線を引いたもの）で替紋として「丸に九字直違」（九字の呪⽂をデザイン
化した格⼦模様）が知られていますが、室町時代には違うデザインの紋を旗指物に付けていま
した。 
 室町時代の遠⼭⽒は、将軍と直接主従関係を結び、その直属軍（旗本）である奉公衆でし
た。奉公衆は⼀〜五番の五つの部隊に分かれており、明知は⼆番、岩村は三番、苗⽊は五番に
所属していました。写真の名字の右肩の番号は奉公衆の所属番を⽰しています。遠⼭⼀族のう
ち、岩村と苗⽊は左の合⼦箸（ごうすはし）を、明知は右の格⼦模様の紋を使っていたことが
分かります。 
 左側の紋の合⼦は蓋のある⼩さな容器（例えば茶道具の⾹合）のことで、これに箸を添えた
ようなデザインということです。三番の「安⽊」＝「阿⽊」で岩村から別れた分家でやはり奉
公衆です。どうやら岩村は当主が京都におらず、分家が代理で従軍していたようです。 
 さて、応仁の乱のとき美濃守護⼟岐⽒は⻄軍でした。しかし遠⼭⽒は『⾒聞』に載ってお
り、東軍に属していたことになります。でも、岩村はなぜ当主が従軍していないのでしょう
か︖なぜ明知の家紋は違うのでしょうか︖いろいろと考えさせられる家紋帳です。 
参考⽂献︓⼩泉宣右「『⾒聞諸家紋』について」（『⽇本史籍論集』下、吉川弘⽂館、1969 年） 
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岩村城跡が⼀度は登るべき最強の⼭城ベスト 50 ４位にランクイン︕ 

朝⽇新聞出版の『歴史道 ⼀度は登るべき最
強の⼭城ベスト 50』で、岩村城が⾒事 4 位に
ランクインしました。この順位は遺構の保存状
態や城の防御⼒などを総合的に判断したもの
です。 

特に、遺構の保存状態は岩村城跡⼀⻫清掃な
ど地元の⽅々に維持管理していただいたこと
によるものが⾮常に⼤きいと思われます。 

また、同誌で落城秘話に惹かれる⼭城でも 3
位とおつやの⽅の歴史も紹介されています。 

今後も岩村城跡を PR していきたいますので
皆さまのご協⼒をお願いします。 

いわむら昔ばなし余話 〜城⼭の⽵やぶ〜 
城⼭の⼀の⾨と⼆の⾨（⼟岐⾨）の間は

勾配が強く、曲がっています。その側に
⽵やぶがありますが、それは⾃然のや
ぶではなく、植えたものだそうです。⽵
を栽培し⽵⽪をたくさん貯蔵してお
き、戦の時、⼀の⾨、⼆の⾨の間の急坂
に敷き詰めます。そうすれば、下から攻
めてきた敵は滑って登れなくなり、そ
こを上から攻撃するわけです。⾃然を
利⽤し城を守る、こういったことからも攻めにくい城だったことが伺えますね。 

いわむら郷⼟読本第 7 巻発刊のお知らせ 
     

いわむら郷⼟読本編集委員会から「郷⼟読本・補遺編
第７巻」が 10 ⽉ 1 ⽇（⾦）に発刊します。 

全 160 ページで、販売価格は 1,000 円です。 
「郷⼟読本・補遺編第７巻」の内容は、⼩さな歴史の

断⽚や、忘れ去られた史実などを拾い集め、多くの⽅か
ら貴重な資料提供があり、第 6 巻までで漏れていたもの
を補ったものです。 

   
【販売所】いわむら郷⼟読本編集委員会 ⻄尾精⼆ 宅 

（本通り農協駐⾞場向かい） 
（松浦軒本舗さん隣） 

電話 43-2354（携帯︓090-2610-2354） 
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※新型コロナウィルス対策のため無⼈販売です。 
店頭に貼ってある張り紙に従ってご購⼊してください。



集まれ︕みんなの体⼒テストの開催について 

『だれでも参加できる』『気軽に参加できる』をテーマに下記の⽇時で⾏います。今の⾃分の
体⼒を確認するのに良い機会だと思います。ぜひみなさん参加してください。  

⽇時︓令和３年１０⽉２４⽇（⽇） ９時〜10 時受付 
  ※中⽌の場合は当⽇の７時に広報にてアナウンス 
場所︓岩⾢中学校体育館、岩⾢中学校グラウンド 
☆★☆タイムスケジュール☆★☆ 

9︓00〜10︓00 岩⾢中学校グラウンドで受付後、各⾃ウォーミングアップ、体操 
        (マスクは持参でお願いします。テスト中は外してください。) 

      〜11︓20 受付で記録⽤紙をもらい各テスト項⽬会場でテストを実施 
11︓30〜     1000ｍ⾛ 年齢・男⼥別（希望者のみ） 
12︓00      終了 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
☆参加者には参加賞を配布 
☆体⼒テストの総合成績によって各年齢対象者に優秀賞を差し上げます。（後⽇郵送） 
☆実年齢と体⼒年齢の差が優秀な⽅には、その場でプレゼントあります。 
☆消毒などコロナ対策を⼗分にしていますので、安⼼してお越しください。 

スポーツクラブ紹介  〜岩村⼸道部〜 
颯爽と射位に⽴ち、的めがけて⽮を放てば、的を射抜く⼼地よい⾳が響く。

凛とした残⾝。そんな姿を思い浮かべ、⽇々練習をしています。 
部員は少ないですが、上⽮作⼸道部と上⽮作⼸道場で合同練習をしており

ます。 
⼸道は⽇本古来の武道で、精神⼒や集中⼒が備わり姿勢もよくなります。     
また、経験者が少ないので、最初から⼤きな差がつくことはありません。 
興味がある⽅や⼊部希望の⽅は、お気軽に下記連絡先までご連絡下さい。 

代 表 者 安藤 公⼀ 
電 話 090-2133-2718 
練 習 ⽇ 毎週 ⽉曜⽇・⾦曜⽇ 
会 費 年間３０００円 
募集対象 ⾼校⽣以上 男⼥問いません 

テスト項目
Ａ:（6 歳〜11 歳） 握⼒、上体起こし、⻑座体前屈、反復横跳び、 

⽴ち幅跳び、50ｍ⾛、ソフトボール投げ 
Ｂ:（12 歳〜19 歳）握⼒、上体起こし、⻑座体前屈、（反復横跳び、 

⽴ち幅跳び、50ｍ⾛、ハンドボール投げ） 
Ｃ:（20 歳〜64 歳）握⼒、上体起こし、⻑座体前屈、（反復横跳び、 

⽴ち幅跳び、50ｍ⾛、ハンドボール投げ） 
Ｄ:（64 歳〜   ）握⼒、上体起こし、⻑座体前屈 

（ハンドボール投げ） 
※（  ）内は希望者のみ実施となります。

-8- 



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、皆さまお誘い合わせのうえ是⾮ご協⼒ください。 
 

１．⽇  時  令和３年 10 ⽉ 9 ⽇（⼟）※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８時 00 分〜 
作  業︓午前８時 30 分〜10 時 30 分ごろ 

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、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・恵那市観光協会岩村⽀部 
皆さまのご協⼒をお待ちしています。 

岩村振興事務所からのお願いとお知らせ 
 
☆⽝・猫の飼い⽅についてのお願い 
 最近、野良猫に餌を与えることで近所に住みつき糞尿をして近隣住⺠
が⾮常に困っているという苦情が多く寄せられています。 
 『かわいいから』という理由だけでむやみにエサを与えていませんか︖ 
 猫は、⼀度の出産に６匹⽣まれます。オスとメスが同数⽣まれた場合、
多いときは⼀年で約８０匹になると⾔われています。 

⽝や猫ともに、飼う場合は責任をもってしっかり飼う︕飼わない場合
はむやみにエサを与えない︕このことを徹底してください。   
☆野焼きについてのお願い 
 野焼きの煙により、洗濯物が煙の臭いでせっかく洗濯したものを、
もう⼀度洗濯しなければならないとの苦情が寄せられています。下
記の要領に⼗分注意の上、対応をお願いします。 
また、空気が乾燥する季節になりましたので延焼には⼗分注意して
ください。 
①野焼きを実施する際は、⾵向きや⾵の強さ、時間帯等を考慮する。 
②⽕を着けたら確実に消⽕するまでその場を離れないこと。   
☆世界ラリー選⼿権（WRC）中⽌のお知らせ 

11 ⽉ 12 ⽇（⾦）から 11 ⽉ 14 ⽇（⽇）に⾏われる予定であり
ました世界ラリー選⼿権は中⽌となりましたが、代替イベントと
して「セントラルラリー」が⾏われます。岩村町は 14 ⽇にリエ
ゾン区間（スピードを出さず⾛る区間）として⾛⾏する予定です。 
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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 
 

  
城下町クリーンステーションからのお知らせ 
 いつも城下町クリーンステーション運営にご協⼒いただきあ 

りがとうございます。 
運営上、次のことに注意していただきますようお願いします。 
①ビニールひもで出さないでください。 
②⽜乳パック・酒パックは出さないでください。 
③⽶袋は出さないでください。 
④ダンボールに、雑がみ、新聞紙などをまとめて⼊れないでください。 

 

 
 

【NPO 法⼈いわむら⼀斎塾】

百年
ひゃくねん

、再生
さいせい

の我
われ

無
な

し。其
そ

れ曠
こ う

度
ど

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。

佐藤⼀斎 今⽉のひとこと 一斎先生が言われました 

      
岩村町 

令和３年 9 ⽉ 1 ⽇現在の⼈⼝・世帯表     
 今⽉ 先⽉ 昨年同⽉ 

総数 4,738 ⼈ （▲4） 〈▲105〉

男性 2,297 ⼈ （▲2） 〈▲38〉 

⼥性 2,441 ⼈ （▲2） 〈▲67〉 

世帯 1,889 世帯 （+8） 〈▲2〉 
（ ）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。 

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 

ダンボール    1,450kg（1,380kg） 
雑誌       1,270kg（1,690kg） 
新聞紙･チラシ  2,000kg（2,740kg） 
雑がみ      345kg （395kg） 
アルミ⽸       144kg （163kg） 
合計      5,209kg（6,368kg） 

       ※( )内は 7 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、8 ⽉の回収実績をお知らせします。 

牛乳パック 米袋 

分けてね 
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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‼ 

 

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 

TEL（0573）43-3066 

定休⽇／毎週⽔曜⽇ 営業時間／AM9:00〜PM7:00 

 

 

広 告  

瀬戸石油店 
電話 43-2158 飯⽻間 2384 番地 4

「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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カーテン・ジュータン・クロス・総合室内装飾 



IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION 

☎0573-43-3722              
 
 
 
 
 
 
※⼟⽇は職員が1 名勤務のため窓⼝・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。 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

主な１０⽉岩村コミュニティセンター使⽤予定
１０⽉ ８⽇(⾦) 無料法律相談 
１０⽉１６⽇(⼟)  ことぶき結婚相談所 
１０⽉２０⽇(⽔) 年⾦相談(予約制) 
１０⽉２５⽇(⽉) のびっこクラブ 
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令和2 年9 ⽉からスタートした「のびっこクラブ」とは、⼦育てママさんの⾃主運営団体です。 

昨年度は11 ⽉から3 ⽉にかけ⼊園時に必要なコップ袋作り 
5 ⽉ 何度でも利⽤できるミツロウラップ作り 
6 ⽉ こども服交換会 
7 ⽉ ⼿⾜で描いた「こどもアート」  

すべてお⺟さん⽅が計画⽴案・実⾏し時には、 
⼦育ての悩みや、お友だち作りの場として頑張っています。 
未就園児をお持ちのママさん︕是⾮参加してください。 
参加希望される⽅は下記連絡先までご連絡ください。  

連絡先 岩村コミュニティセンター ⽥中 ＴＥＬ43-3722

のびっこクラブ紹介 

乳幼児期の家庭教育「いわむら学級」のお知らせ 
⽇  時 １１⽉４⽇（⽊） １０時から１１時半まで 
場  所 岩村コミュニティセンタ－２階 ⼤会議室 
内  容 親⼦で絵⼿紙をつくります  
講  師 吉村綾⼦先⽣

アンデシュ・ハンセン 著「スマホ脳」 
⼋幡 橙 著「いつかたどりつく空の下」 
東野 圭吾 著「⽩⿃とコウモリ」 
李 琴峰 著「彼岸花が咲く島」 
絵本「なまえのないねこ」 
絵本「でんにゃ」 
児童書 ちっちゃな⽣きものたち 「カタツムリ」「ミミズ」「アリ」 

今
月
の
新
刊 


