
平成21年 2月 1日 恵み野北町内会

第23回定期総会開催される

昨年 12月 14日 (日 )恵み野会館において第 23回

北町内会定期総会が開催されました。総会では、

①平成20年度北町内会事業報告及び決算・監査報告

②平成21年度北町内会事業計画及び予算

③平成21年度北町内会役員の選任

について審議され、それぞれ承認されました。

また、併せて、永年勤続表彰が行われ、次の5名の方々

に表彰状、感謝状が贈呈されました。おめでとうござい

ます。

○表彰状 (勤続 10年以上 )

会計部長       川潟

○感謝状 (勤続 5年以上 )

相談役        長屋

環境衛生部長     有沢

青少年育成部副部長  堀

監査役        林

勲 さん

幸成 さん

伸幸 さん

昭 さん

吉明 さん 堀さん、林さんは、所用のため、

撮影時にご不在でした。

パ ネ リス トと して発 表 した 渡 邊 副 会 長 (恵庭市の青少年育成を考える市民の集い)

平成 20年 12月 13日 (土 )恵庭市民会館で開催された「恵庭市の青少年育成を考える市

民の集い」において、 5人の提言者の中の 1人 として渡邊副会長が「市民とネットワークを広

げるボランティア活動実践家」という表題で発表を行いました。ボランティアといったら渡退

さんといわれるほど有名な方です。その内容を紹介すると紙面が

足りなくなるほどの数々のボランティア活動を実践されています。

特に、子供たちが登校するときに行っている「交通安全指導」や

町内会で広げている「ネットワーク夢」、その他恵庭市のFM放
送「FMパンプキン」など各種のボランティアに活躍されていま

す。今年は、更に映画を作る計画があるそうです。

受 賞 者 の 皆 さ ん
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平成21年度第 1回役員会開催される

1月 18日 (日 )恵み野北会館において第一回北町内会役員会

が開催されました。新会長 Jヽ林克己さんの挨拶です。

明けましておめでとうございます。2009年丑年が、いよい

よスタートしました。私は、昨年 12月 14日 に開催された北町

内会定期総会において、三上勝郎前会長の後任としてご承認を頂

きました。宜しくお願い申し上げます。

昨年は、会員各位のご理解と御協力によりまして、町内会事業

の目標を達成することができたものと、心から御礼を申し上げま

す。本年は、 21年度役員として承認を頂きました35名の力を

結集 して北町内会の歴史を継承するとともに、新たな一歩を進めていきたいと思ってお りま

す。そのためには、町内会事業を円滑に運営することが重要であ り、区長、班長さんのご協

力はもとより、町内会会員の皆様のご協力があってこそ叶うものと思っております。

また、当町内におきましても少子高齢化の時代を迎え、誰かがやってくれるだろうではなW

く、会員一人一人が自分のできることから先ず始め、相互のコミュニケーションを図り、助

け合って、明るく住みよい町内 (会)に したいと考えております。
「災害は忘れた頃に・ 00」 と申します。このため、本年度は「防災手帳」を各世帯にお

届けし、災害への備え、会員が救助・避難するための行動要領などについて、周知を図りた

いと考えております。北町内会は、恵庭 63町内会中、世帯数が最も多く、役員はもとより

班長さんにおいても色々とご苦労があるものと存じますが、皆で協力し合って丑年を乗り切つ

て参りましょう。本年も、町内会皆様の御協力を宜しくお願い致します。

最後に、会員各位の益々のご多幸と御健勝を祈念し、挨拶とさせて頂きます。

専門部長さんに新年の抱負を聞きました

引き続き、防犯交通部を担当することになりました木戸です。今年の事業計画の一部を紹介致
します。防犯では、北町内全地域の防犯灯 (街灯)の維持管理 と防犯パ トロール等の実施を、交
通では、市と連携 して春夏秋冬の年 4回 、通学児童への交通安全運動街頭啓発の実施を、それぞ
れ予定 してお ります。今年も、副部長と二人三脚で一生懸命がんばりますので、宜 しくお願いし
ます。なお、防犯交通に関し、何かお気づきの点がありましたら、ご一報下さい。

(防犯交通部長 木戸 末次さん)

昨年度 「秋の作品展」は、町内会員皆様の積 1 今年、環境衛生部長を務めることになりまし
極的な参加により活況を呈 しました。     |た 坂東です。宜 しくお願いします。

本年も今から創作を開始され、多数の作品を

出展し、「文化の町恵み野」に住む喜びを共有
しましょう。
21年度役員改選による男性役員 3名、心よ

り皆様の出展をお待ちしております。
(文化厚生部長 斉藤 弘さん)

当部の業務は、資源回収と春秋に行う一斉清

掃が主要なものになると思います。清掃は、休

日の早朝開始となり、町内の皆様には、ご面倒

をお掛けしますが、「花と緑の町」 を掲げる恵

庭のために、ご協力をお願いします。

(環境衛生部長 坂東 通世さん)
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日頃から体育部の事業に深いご理解とご協力
を頂き、誠にありがとうございます。

さて本年は、パークゴルフやボウリング大会
に加え、ミニバレーボール大会の実施も予定し
ております。本年も会員の皆様の体位向上と親
睦に全力で取り組んで参りますので、どうぞ宜

しくお願い申し上げます。

(体育部長 野沢 宏紀さん)

新年明けましておめでとうございます。北町

内会に福祉部が誕生して、今年で 3年 目を迎え

ます。町内で
″
安心して・活き活き

″
と暮らし

て頂けるよう、少しでもお役に立てればと念じ

ております。

皆様のご協力を宜しくお願い致します。

(福祉部長 豊福 昭さん)

今年も一年間、子供達が元気いうぱい楽しめ

る行事を行っていきたいと思いますので、皆様
のご理解ご協力を宜しくお願い致します。

(青少年育成部長 一ノ瀬 悠之さん)

女性部長の大任を受け、微力ではありますが、

暖かい、元気な北町内会を目指し、がんばって

参 りたいと思いますぎ宜 しくお願いします。

(女性部長 荒井 智子さん)

・広報誌「きずな」の発行 (年 4回 )   ・7月 12日 又は 20日 :親睦懇親会

・7月 :恵み野夏祭り (すずらん踊り)参加 ・8月 :恵み野納涼盆踊り参加

・4月 :新入学児童防犯パ トロール     ・春夏秋冬の交通安全運動街頭啓発

・通年 :夜間防犯パ トロール及び街路灯管理

・5月 中旬 :春の可斉清掃

・通年 :資源の回収

。9月 中旬 :秋の一斉清掃

。4月 :新入学児童へのお祝い贈呈     。lo月 :秋の作品展、囲碁大会

5月 :花等のお届け、「福祉だより」発干J

9月 :敬老の日お祝いお届け、「福祉だより」発刊

3月 :第 1回 ボーリング大会       。11月 :第 2回 ボーリング大会

5、 7、 9月 :パ ークゴルフ大会     。10月 :ミ ニバレー大会

9月 又は10月 :町連親睦パークゴルフ大会参加

・2月 15日 (日 )、 9月 、12月 上旬 :子供レクレーション

・ 8月 :ラ ジオ体操、キャンプ       。lo月 :ふ るさと探検

・ 3、 6、 9、 12月 :恵望園ボランティア  ・ 8月 :学習会

・6月 :女性部研修旅行          ・11月 :望年会 (研修会 )

2月 :第 1回研修会 、(年度計画の説明 )

3月 :防災手帳の配付 (世帯単位 )

4月 :第 2回研修会 (応急手当訓練 )

5月 :第 3回研修会 (避難所開設要領 )

8月 :第 4回研修会 (応急手当訓練 )

11月 :第 5回研修会 (防 災施設研修 )

12月 :第 6回研修会 (年度の分析 )

4月 中旬、 5月 下旬、 6月 下旬

12月 上旬 :役員会

親睦懇親会関係役員会

。12月 中旬 :総会
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世帯主名 な ま え 生年月 日 続 柄

片山 和紀 さん 本由子二葉 (ゅずは)ち ゃん H20. 12. 8 二 女

1月 13日 (火 )憩いの家で 「恵み野北むつみ会新年

会」が盛大に開催されました。右の写真は、会員の元気

な踊 り「血液サラサラ体操」 を披露 しているところです。

「カラオケ」「日本舞踊」「手品」「ハワイアンダンス」あ

り、何でもござれのむつみ会の元気な皆さんです。

現在会員数 78名 です。どなたでもかまいません。入

会をお待ちしてお ります。

福 祉 部 コ ー ナ ー

高齢化・不況 と言われる世の中ですが、国や周 りに頼るばか りではなく、先ず私達自身が

本当に必要 とされることを見出し、今年の干支 (丑 )の ように、例え、ゆっくりであって も

いい、一歩一歩の着実な実行 を積み重ねることを通 じ、
″
ここに住み・生きていてよかった

″

と感 じられる町内 (会)造 りに少 しで もお役に立てばと′さ掛け、部員一同は活動に取 り組ん

で参 ります。本年 も引 き続 き、町内会の皆様のご理解 とご協力を宜 しくお願い申し上げます。

(福祉部長 豊福 昭 )

お くや み 申 しあ げ ます

篠原 敏子 さま

澤井 弘司 さま

山田 清美 さま

11. 30
1.   2

1.   9
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ご逝去 北 5

ご逝去 北 2

ご逝去 北 2

80歳
76歳

51歳

H20。

H21.
H21.

地震対策隊第 1回研修会 子 供 冬 レ ク 20年度資源回収結果について

・日時 :2月 22日 (日 )

午後 1時 30分から
・場所 :恵み野北会館
・研修内容

21年度事業計画の説明
*細部については、回覧

を確認して下さい。

。日時 :2月 15日 (日 )

。場所 :旭小体育館
・種 目 :ミ ニバ レー

*細部については、回覧

を確認 して下さい。

1～ 3月 :38,424円  7～ 9月 :70,575円

4～ 6月 :35,823円  10～ 12月 :86,793円

年度合計 :231′ 615円

御協力ありがとうございました。この

お金は町内会活動に有効に使わせて頂き

ます。なお、回収品目は、新聞、雑誌、

紙パック、空き瓶、ダンボールです。

1月 24日 (土 )恵み野北会館において、市役所担当者による「家庭ゴミ、有料化」についての説
明会が実施され、町内会員 59名が参加しました。第 2回 目は3月 に実施予定です。

hkaaaz
タイプライターテキスト
丁目

hkaaaz
タイプライターテキスト
丁目

hkaaaz
タイプライターテキスト
 丁目




