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～  福 祉 部 コ ー ナ ー （安達福祉部長） ～                                                    

今年度の福祉部の活動は、春に７０歳以上の方々に「お花一株」を、秋に７５歳以上の方

に「敬老祝い品」をお届けいたします。また、「ネットワーク夢」との連携、統合に向けて

協議して参ります。部員一同「北町内会に住み、生きてて良かった」と感じられるよう活

動に取り組んで参りますので、本年も引き続き町内の皆様のご理解とご協力を宜しくお願

い申し上げます。なお、昨年まで副部長としてご尽力頂きました１丁目担当の成瀬さんに

替わり田中金盛さんが、３丁目担当として守谷克幸さんにご協力を頂きますのでよろしく

お願い致します。 

 

『第２４回定期総会開催される』 
 

昨年１２月２０日（日）恵み野会館において第２４回北

町内会定期総会が開催されました。総会では、 

① 北町内会会則の一部改正 

② 平成２１年度北町内会事業報告及び決算・監査報告 

③ 平成２２年度北町内会事業計画及び予算 

④ 平成２２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４名の方々

に感謝状が贈呈されました。おめでとうございます。 

 

○感謝状 （勤続５年以上）    

会長        小林 克己 さん 

副会長        鈴木 隆秀 さん 

福祉部副部長   寺澤 健一 さん 

監査役         古澤 正男  さん  

－

１－ 

－

１－ 

 

 

－

１－ 

 

新年明けましておめでとうございます。体育部長を務めることとなりました豊田です。 

体育部の事業として例年通りのボウリング大会・パークゴルフ大会に加え、今年はどなたでも 

参加できる健康ウォーキングを予定しております。皆様の元気と体位向上そして更なる親睦に 

副部長とともに一生懸命頑張りますので宜しくお願い致します。（豊田体育部長） 

                   

昨年度「秋の作

品展」は、町内会

員皆様 

の

総会に参加の皆さん 

 

受賞者の皆さん 

◎定期総会において新たに選任された専門部長さんに新年の抱負を伺いました 

豊福前部長さんの後任として福祉部長の大任を受けました。微力ではありますが、お年寄り 

の皆様が「安心して・活き活き」と暮らして頂けますよう、多少なりともお役に立てるよう 

取り組んで参りますので、皆様のご協力を宜しくお願い申し上げます。（安達福祉部長） 

                        



 

平成２２年度第１回役員会開催される 
１月１７日（日）恵み野北会館において第１回北町内会役員会 

が開催されました。会長 小林克己さんの挨拶です。 

新年明けましておめでとうございます。２０１０年寅年がいよ 

いよスタートしました。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、２２年度役員として承認を頂 

きました３４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」と申します。このため本年度「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６４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、皆で協力し合って寅年を乗り切って参りましょう。本年も、 

町内会の皆様の御協力を宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎「ネットワーク夢」がハイテク専門学校インドアスタジアムを見学 

北町内会の「ネットワーク夢」のメンバー約４０名が、平成２１年１２月７日（土）に北海道

ハイテク・エコ・インドアスタジアムを訪れ、北京オリンピック陸上女子１００ｍ日本代表の福

島千里選手と施設を見学し、日頃のトレーニングを体験しました。トップアスリートとの交流に

参加者の笑顔が広がりました。また、平成２２年１月３１日にはネットワーク夢「新春の宴」が

開催され、大正琴やジャズコンサートなど北会館で初めての演奏が行われ、新春を飾るにふさわ

しく多くの来場者で賑わいました（ネットワーク夢 渡辺会長）。 

 

◎女性部恒例の望年会が盛会裏の内に終わる 

女性部恒例の望年会が平成２１年１２月２日と５日に行われ、昼と夜の部に分けて「ちぎり絵」

や「ミニコンサート」などを行いました。本年も皆様に喜んで頂ける企画を考えたいと思います

のでご協力の程よろしくお願いいたします（荒井女性部長）。 

◎寅年も元気な北むつみ会の皆さん                     

  

 

◎平成２１年度資源回収結果がまとまりました  
１～３月：７６，１８８円  ４～６月：７６，４７６円 ７～９月：６７，５５３円 

１０月～１２月：７２，４３２円 合計 ２９２，６４９円 御協力ありがとうございました。

※ 北町内会の資源回収ではダンボールや牛乳パックの回収も行っておりますのでよろしく 

お願いいたします。 

 ―

―２－ 

 

  
 

 

１月１４日に憩いの家で北むつみ会の新年会が開催 

されました。カラオケ、フラダンス、詩舞、朗読、健 

康ダンスなど多種多様な演芸発表会が開催され、来賓 

を含めて６１名が参加しました。北むつみ会では、い 

つでも会員の入会を受け付けしておりますのでお気軽 

に事務局までご連絡下さい。お待ちしています。                   

北むつみ会新年会  



 

 

 

※ 赤ちゃん誕生コーナーでは北町内会で出生された赤ちゃんを紹介しています。赤ちゃんが生まれた

時には区長さんもしくは総務部までご連絡願います。 

 

■定期総会で承認された平成２２年度の北町内会の事業計画予定の概要です。詳しくは回覧板等で・・・ 

 

世帯主名 な ま え 生年月日 続 柄 

 姥谷賢二 さん 駿太（しゅんた）ちゃん Ｈ２１．４．１４ 長男 

天野 誠 さん 

花奏（かなで）ちゃん 

将基（まさき）ちゃん 

Ｈ２１．１０．１４ 

長女 

長男 

平成２２年度北町内会事業計画予定の概要 

 

総 務 部 
・広報誌「きずな」の発行（年４回）      ・７月中旬：親睦懇親会 

・７月下旬：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 

 

防犯交通部 

 

・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 

 

環境衛生部 

 

・５月中旬：春の一斉清掃         ・９月中旬：秋の一斉清掃 

・通年：資源回収 

文化厚生部 ・４月：新入学児童へのお祝い贈呈     ・10 月：秋の作品展、囲碁大会   

 

福 祉 部 

 

・５月：花などのお届け、「福祉だより」発刊   

・９月：敬老の日お祝いお届け、「福祉だより」発刊 

 

体 育 部 

・３月、10 月：ボウリング大会    ５、７、９月：パークゴルフ大会 

・６月：健康ウォーキング     

・９月又は 10 月：恵み野四町連親睦パークゴルフ大会参加  

 

青少年育成部 
・２月、12 月上旬：子供レクリェーション  ・７月～８月：ラジオ体操  

・７月 恵み野四町連合同バス旅行      ・10 月：秋のバス旅行 

 

女 性 部 

 

・３、６、９、12 月：恵望園ボランティア  ・６月：学習会 

・10 月：研修旅行             ・12 月：望年会 

 

 

地震対策隊 

・２月：防災手帳配布、平成２２年事業計画の説明・編成表確認 

・４月：防災資材取り扱い、計画確認    ・６月：DIG 研修、防災講話  

・８月：DIG に基づく現地確認       ・10 月：AED 講習   

・11 月：他市町村の防災施設視察研修 

 

主 要 会 議 
・４月中旬、５月下旬、６月下旬：親睦懇親会関係役員会 

・12 月上旬：役員会           ・12 月中旬：定期総会 

赤 ち ゃ ん 誕 生 

―

―３－ 

 



 

 

小澤直喜 さま ７８歳 Ｈ２１．１０．３０ ご逝去 北７丁目 

本間繁雄 さま ８２歳 Ｈ２１．１１．２９ ご逝去 北７丁目 

 岩澤悦和 さま ５２歳 Ｈ２１．１１．３０ ご逝去 北１丁目 

 境 ユミ さま ８２歳 Ｈ２１．１２．１４ ご逝去 北７丁目 

川下君子 さま ８８歳 Ｈ２２． １．１８ ご逝去 北１丁目 

 

 

 

平成２１年１１月１日（日）第５回目の研修会が北会館で開かれ、恵庭消防署（９名）の支

援を受けて町内会としては初めての防災ＤＩＧ「簡易型災害図上訓練（災害イマジネーション

ゲーム）」の研修会を小林会長（地震対策隊長）以下３８名の参加のもと実施しました。 

今回の研修会は、私たちの街を守るために大切なことは何だろうか？をテーマに参加者一人

一人が知恵を出し合い防災に対する意識を向上し、研修会を終えることができました。 

自助・共助・公助の３つの大切な事項について常日頃から関心をもつことにより災害に強い

まちづくりができることを改めて認識したところであります。 

また、冬期間に入り火災が発生しやすいこともあり、各家庭で日頃から注意すべき事項につ

いて消防署員の話を聞き、改めて火災予防に関する知識を再認識したところであります。 

平成２２年度においても各種の研修会を予定しています。対策隊隊員以外の方でも自由に参加

できます。奮ってご参加下さい。 

 

 

 

 

 

お

知

ら

せ 

 

ごみ有料化説明会 子 供 冬 レ ク 第１回地震対策隊研修会 

・日時：２月７日(日) 

    午後１時 00 分から  

・場所：恵み野北会館 

・説明内容 

 家庭ごみ有料化制度の実施

内容についての説明 

・日時：２月７日(日) 

・場所：恵み野旭小体育館 

・種目：ミニバレー 

＊細部については、回覧を確認し

て下さい。 

・日時：２月２１日(日) 

    午後１時 30 分から  

・場所：恵み野北会館 

・研修内容 

 平成 22 年事業計画の説明 

 地震対策隊編成の確認 

おくやみ申しあげます 

 

第５回地震対策隊研修会 

研修中の対策隊員 

町内会では地震対策隊員を募集しております。私たちの街を守るためには町内会の皆さんの

協力が必要です。申込先；各丁目地震対策部長若しくは対策隊本部までご連絡ください。地

震対策隊本部は、恵み野北会館にあります。 

各世帯に防災手帳を配布中です。 

身近な場所に置いていただき、もし

ものために有効にご活用下さい。 

―

―４－ 



 

 

【お詫び】 5ページ及び 6ページは、「役員名簿」及び「区長・班長名簿」です。 

        個人情報保護のため、掲載していません。 

 

 


