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難   瀾難轟菫彗織 |が少椰と思
2月 19日 に北町内会館で恵庭市から健康

づ くり推進員として委嘱されている武末 さ

え子さんが北町内会の方を対象にして健康

学習会を開きました。当日は、 9人が参加

して保健センターの横尾さんと福井さんか

ら、血圧・体脂肪の測定や生活習慣病につ

いてお話を聞きました。

今年の親睦懇親会は 7月 13日 (日 )に恵

み野中央公園で開催 しますが、日程が近

くなりましたら回覧で詳 しい内容をお知

らせ します。昨年は天候が不順で中止に

なりましたが、今年は晴れの天気で楽 し

い懇親会になるように期待 しています。

警  1栞:■薔1:喜   た
恵庭市で行なわれた子供百人一首大会に

北町内会と東町内会から各 2人 の中学生が

出場 して優勝 し、定山渓で開催された全道

t奎拿雪馨ξttiえ F。

健闘むなしく入賞は

織彙轟  :農翁 :  した
2月 23日 に役員選考委員会 (区長が委員)

を開催 して役員の選考方法について協議 し

ました。毎年のように役員の選考が難航 し

て一部の役員が欠員の状態で定期総会を開
いています。今後は、どのようにして役員
の選考を進めるのかを委員長、副委員長が

中心になって協議 していくことになります。

委 員 長 北6丁 目1区長 大木  修さん

副委員長 北7丁 目5区長 林  秀樹さん

副委員長 北1丁 目1区長 川口 博之さん

副委員長 北2丁 目3区長 菅田 邦雄さん

の 4人が決まりました

今年は例年 と比較 して降雪量が少ないの

ではと、よく耳にしますが、雪の多い・少
ないは個人の感覚によって異なると思います。

ツルッル路面で泣いた人、雪捨ての回数

が予想より少なくて笑った人がたくさんい

るようですが、 4月 になると雪は確実に溶

けてなくなりますので、もう少しの辛抱です。

～
おめでとう:ございます～

新入学児童にお祝い品
(防犯ブザーと時計)を贈ります

今年 4月 に恵み野旭小学校に入学する北

町内会在住の児童に北町内会からお祝い品

を贈 ります。入学式当日の午後に区長か ら

お届けしますので、届かない場合は区長に

連絡 して ください。

なお、北町内会 か

らは46人 が入学 しま

すが皆 さんで暖か く

見守 ってあげて くだ

さい。

恵庭市広報 (北海道広報・選挙公報を

含む)は 4月 からシルバーセンターが北

町内会の各家庭に配布 しております。区

長の業務負担を軽 くするために町内会が

配布 しないことになりましたので広報が

届かない時は市広報広聴課に連絡 してく

ださい。

この措置は、今年 12月 までは続けます

が、来年からの取扱いは今年の北町内会

の定期総会で決める予定です。

なお、回覧は、町内会の 5人 の広報員

が月に 2回 区長に届けます。



み畢肇 |:会連 :と1ま建
恵み野地区には、東・西・南・北の

るために連合会を構成 しております。

心 となる事務局を四町内会が持ち回り

ています。

4町内会があり、いろいろな行事を協力 して実施す
これが「恵み野町内会連合会」です。連合会では中
で担当 しており、今年は北町内会が事務局を担当 し

北町1内会のこと
■いろいろ二

四 役～会長、副会長 3人、総務部長、

同副部長 2人、会計部長、 同副

部長

役 員～四役、 監査役 2人、 専 門部長

6人、同副部長 9人、区長 28人

その他～役員選考委員会委員、親睦懇親

会実行委員会委員

収

会  則

役員選考委員会規定

慶祝金弔慰金規定

表彰規定

役員手 当規定

旅費規定

会館管理規定

入～ 6′ 330′000円
繰越金 ～～～ 574,000円

会 費 ～～ 3,787,000円

助成金 ～～～ 575,000円

自治活動費 ～ 397,000円

雑収入 ほか ～ 997,000円

出～6′ 330′000円
総務費～～～2,405,000円

事業費～～～1,430,000円

専門部費～～ 1,240,000円

積立金ほか～1,255,000円

1丁 目-4区 -9班
2丁 目-4区 -8班
3丁 目-3区 -6班
4丁 目-3区 -6班
5丁 目-3区 -18班

〔事業団の宿舎を含む〕

6丁 目-5区 -7班
7丁 目-6区 -8班

今年の主な行事は
～ 4月 から8月 まで～

4月

5月

7月

春の交通安全運動

北町内会春の一斉清掃

すず らん踊 り講習会

恵み野夏祭 りすず らん踊 り

夏の交通安全運動

こども夏休みラジオ体操

恵庭すずらん踊 り

恵み野納涼盆踊 り

8月

雑 感
「 きずな」 をお届 け しますが、「 き

ずな」 は町内会 の出来事、連絡 な どの

お知 らせ版 と して利 用 して くだ さい。

1年生・ 雪解 け・ 春眠 と春 の足音が近

づ いています。町内会 もいろいろな行

事 が計画 されていますので、 ご協力 を

お願 い します。 (た )


