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  ＜北町内会広報＞ 

 

 

 

２０１２年２月１日（第６６号） 

発行責任者：恵み野北町内会会長 

編   集：恵み野北町内会総務部 

連 絡 先：３７ － ２３２６ 

印 刷 所：有限会社清光舎水野印刷 

 

 

 

 

１月１５日（木）１３：００より北会館にて、平成２４年度の第１回北町内会役員会が 

開催され、町内会の年間行事計画や新しく役員・区長になられた方々に業務について認識を 

深めていただき、今年１年間の協力についてお願いしました。 

   

   

 

 

 

 

毎月ご協力いただき有難うございます．今年は資源回収金を街灯（防犯灯）の

LED に替えるための費用に充てることになりました。街灯（防犯灯）の切れた 

箇所から更新しています。 

・市の資源ごみと重なる日は、ご面倒ですが、「北町内会資源回収」と紙に 

書いてわかるようにしてください。 

・町内会の資源回収に出していただくと、市から奨励金が町内会に交付され 

ます。できるだけ町内会の資源回収にご協力いただければ幸いです。 

平成２４年度第１回北町内会役員会開催 

今年も北町内会資源回収にご協力を！ 
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 集団資源回収協力のお願い      恵み野北町内会     保存版 

町内会は、毎月業者にお願いして資源回収をしております。 

各丁目の日程は、次の通りです。 

 １８日  北６・７丁目 
 １９日  北１・２丁目 
 ２０日  北３・４・５丁目 

  資源ごみの搬出場所;各家庭の玄関前歩道 

回収品目と出し方について 

新 聞 

 

 

 

週刊誌(ピンとじ)

コピー用紙・広告

など含む 

 

 

 

新聞紙・雑誌・ダンボール・紙パックの中に『雑紙
ざつかみ

』は、

絶対に混ぜないで下さい。 

 

 

 

 

 

 

『雑紙』の出し方・・・細かいものがバラバラにならないよ

うに、紙袋又はダンボールに入れて出して下さい。 

 

雑 誌 

 

雑 紙 

 

雑誌(背のりつき)

教科書、ノート 

 

テッシュボックス・封筒

便箋・はがき・紙袋・包

装紙・台紙・画用紙 

段ボール 

 

 

ビニール加工、ロー

びきなどの 

特殊加工を除く 

 

紙パック 

 

 

牛乳、ジュース、酒

などの紙パック 

 

紙であっても、次のものは、回収できません！ 

濡れた物や汚れ・香りが付いた物、ビニール・ワックス

で防水加工された物、シュレッダー屑、写真・感熱紙な

ど、伝票などのカーボン紙・ノーカーボン紙、内側がコ

ーティングされた圧着はがき、銀紙・複合素材（プラス

チック・アルミなど）の紙、金属が箔押しされた紙。 

 

 

空き瓶 

 

一升瓶(茶色･緑色)

国産のビール瓶 

 

《ご注意》①新聞･雑誌・段ボールは、それぞれ分割し梱包してください。 

    ②空き瓶は、ふた･口金をはずしてください。油瓶は出さないで下さい。 

    ③紙パックは、中を洗い開いて梱包して下さい。 

 なお、選別状況の悪いものは、回収できませんので、ご理解･ご協力お願いします。 

  回収代行業者  （株）紙商五代  石狩市新港南１丁目２２－１１ 

   ＴＥＬ０１３３－６４－５０５０ 
※その他 アルミ缶については、恵み野旭小学校で回収しております。（毎月３日） 

スチール缶については、資源ごみで出して下さい。 

紙パック 
瓶 

紙類・瓶類は、再利用できる

貴重な資源です。資源回収に

ご協力下さい。 
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◎ あなたも参加してみませんか、お待ちしてマース！ 

 ☆ 月曜日 整美体操 スマイル               

   １０：００～１２：００               

囲碁同好会 

   １３：００～１７：００ 

    

 

    

 

☆ 火曜日 もんきちクラブ 

１０：００～１２：０ ０ 

  

  

☆ 木曜日 ミセス ストレッチ 

  １０：００～１２：００ 

みんなでわいわいがやがやと、世間話をして 

楽しい健康的な一時を過ごしませんか 

  

 ☆ 金曜日 健康美体操 

   １０：００～１１：３０ 

   一人ではなかなか、長続きしない事でも、みんなで楽しく体操をしています。 

 ☆ 土曜日 書道クラブ 

   １０：００～１２：００ 

   「以前に習字を習っていたが、また、始めてみたい」と思っている人達が 

  共に技能・向上を図っているクラブです。 

（皆さんも同じ趣味・娯楽を持った方々と共に、北会館を利用してみては

如何でしょう・・・！    北会館は町内会員の憩いの場所です） 

 

会 館 使 用 料 金 

 

使用料金は集会室、和室及び厨房とも次のとおりとする。 

※基本料金は１時間単位とし、１時間未満は１時間とする。 

会 員 春～秋期  ５月～１０月 ２００円 

    冬  期 １１月～ ４月 ３００円 

（会員とは会の代表者が北町内会の住人） 

    会員外 春～秋期  ５月～１０月 ３００円 

        冬  期 １１月～ ４月 ５００円 

追加料金 

 ア ガスを使用した場合      １回使用につき １００円 

 イ 春～秋期に暖房を使用した場合 １回使用につき １００円 

 ウ 電気製品を使用した場合    １回使用につき １００円 

 

※ 葬儀に使用する場合は１日単位とし、夏期は２万円、冬期は３万円 
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２月 第１回研修会       （地震対策隊） 

 

３月 恵望園ボランティア    （女性部） 

３月 第１回ボウリング大会   （体育部） 

      ３月 春のレクレーション    （青少年育成部） 

      ３月 ボランティア調整会議   （女性部） 

 

４月 新入学児童に対するお祝い品（文化厚生部） 

４月 第２回研修会       （地震対策隊） 

４月 健康学習会        （ネットワーク夢） 

４月 第２回研修会       （地震対策隊） 

 

５月 第１回パークゴルフ大会  （体育部）   

  ５月 講習会          （女性部）  

５月 春の一斉清掃       （環境衛生部） 

 

６月 恵望園ボランティア    （女性部） 

６月 第３回研修会       （地震対策隊） 

６月 楽遊会          （ネットワーク夢） 

 

７月 第２回パークゴルフ大会  （体育部） 

  ７月 夏の一日バス旅行     （青少年育成部）    

  ７月 第２１回北町内会親睦交流会（全役員） 

      ７月末～８月上 ラジオ体操   （体育部） 

８月 第４回研修会       （地震対策隊） 

 

９月 恵望園ボランティア    （女性部） 

９月 恵み野町連防災訓練    （地震対策隊） 

９月 第３回パークゴルフ大会  （体育部） 

９月 健康学習会        （ネットワーク夢） 

９月 敬老祝い品のお届け    （福祉部）  

９月 秋の一斉清掃       （環境衛生部） 

  

１０月 秋の一日バス旅行     （青少年育成部） 

１０月 囲碁大会         （文化厚生部） 

     １０月 第５回研修会       （地震対策隊） 

１０月 楽遊会          （ネットワーク夢） 

 

１１月 第６回研修会       （地震対策隊） 

１１月 作品展          （文化厚生部）  

 １１月 第２回ボウリング大会   （体育部） 

 

１２月 恵望園ボランティア    （女性部） 

１２月 年末ふれあいまつり    （ネットワーク夢） 

１２月 冬のリクリェーション   （青少年育成部） 

平成２４年度北町内会年間行事予定 
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辰年のスタート、町内の皆さんお元気でしょうか。 

今年の「夢」事業第１弾、恒例の行事が決まりました。 

 

☆ ネットワーク夢・第４回 選抜“絆展” 

  日時：２月２７日（月） ～ ３月９日（金）   （日曜休み） 

      １０時 ～ １６時   ※ 初日１３時から  最終日１５時まで 

  場所：NPO 法人 市民プラザ・アイル （恵庭市本町） 

  昨年秋の北町内会作品展出展作から、絵画・書・写真・手工芸などを選んで展示し、 

 広く市民に鑑賞して頂きます。 

  また、３月３日（土）は午前１１時から午後３時まで「春の訪れネットワーク夢 

オンステージ」を開催します。 

   １１時    ～ マジック・読み聞かせ・「ブルースカイ」ライブ 

   １３時３０分 ～ ハンドベルミュージック・プラタナスの演奏 

 終了後、ガラス工芸・映画チケットなど、お楽しみ抽選会もあり、皆様の暖かい、 

ご理解・ご協力を頂き、ご来場を心からお待ちいたします。 

 

               ネットワーク夢リーダー 渡邉三好 

                           ハート一同 

 

 

◎ 「もんきちクラブ」からのお知らせ 
 北町内で乳幼児を抱え、ご自宅で過ごされている方達が、北会館にて毎週火曜日の 

 １０時から１２時までの間、親子の交流を図りながら、本の読み聞かせや、工作・童謡を 

唄ったり、その他、育児に関わる問題や悩み等を話し合いながら、楽しく有意義な一時を 

過ごすグループです。 

あなたも参加してみませんか、お待ちしてマース 

 

 

    

ネットワーク 夢 ハート だより 
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◎ 町内会地震対策隊要員緊急募集中 

 

何時起こるか予想がつかない自然災害に対して、何が出来るかを模索しながら、 

実際に行動できる訓練と研修会を定期的に行っております。 

心肺蘇生法や防災資機材の取り扱いなどについて修得を図っておりますので、皆様の

参加をお待ちしております。 

   希望される方は、北町内会総務部長 野沢 (☎         )まで連絡をお待ちして 

おります。 

特に次の地域の中で、避難誘導隊員が少なくなっておりますので、ご近所の方々と 

お話の上でご推薦頂けたらとお願いいたします。 

 

＜ 北４丁目・北６丁目・北７丁目 ＞ 

◎ 今月の予定 

 ☆ ２月５日（日） 生ごみ説明会        北会館 １３：００から 

 ☆ ２月１９日（日） 第１回地震対策隊研修会  北会館 １３：００から 
 

◎ これであなたも物知り博士（○×クイズ） 

  問題１ 鉛筆の軸には国産の杉の木が使われている。 

  問題２ 神社に納める絵馬は、もともとは本物の馬を納めていた。 

  問題３ 一級河川と二級河川は水質によって区分されている。 
 
 クイズに応募される方は、メモ用紙などに住所・氏名・回答を書いて、北会館のポスト又

は会館内の投稿箱に入れてください、正解者には、抽選により景品を差し上げます。 
 

＜前回○×クイズ「北町内会だより」第９号（１月１５日回覧）の解答＞ 

第１問・・・○（ 左脇腹の皮のたるんだ辺りにポケットがあり、お気に入りの石をし     

       まっておくラッコが見られる。 ） 

第２問・・・○（ １９１０年代のサンフランシスコに住んでいた日本人、森野庄吉氏。 ） 

第３問・・・○（ フライト前に「地上にいる最も信頼できる同僚」宛てに遺書を書く 

ことを義務にされているという。 ） 
 

◎ 会館管理人からのお願い 
※ 会館前の分譲地に住宅建設工事が始まりました。 

※ 北会館を利用する際には、車の駐車スペースが狭いので、自転車又は 

徒歩でお願いします。 

※ 車を駐車する際には、野球場の駐車場又は、会館側に横着けするように 

お願いします。 

 

 

 

 

 

編集部から

のお願い 

◎ 北町内会のあれこれ、意見・主張、子育て・介護の経験談、 

生徒・児童の活躍等を募集します。 

◎ 原稿は、北町内会館事務室前の投稿ポスト、又は会館のポストへ 

お願いします。 
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【お詫び】 7ページ及び 8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。 

 

 


