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平成２５年９月３０日(月)北むつみ会は、創立２０周

年記念式典・祝賀会を恵み野憩い家で実施しました。 

 来賓として恵庭市長の 原田 裕 様をはじめ北町

内会(会長・副会長・総務部長・会計部長）、南・東・

西むつみ会会長の、ご臨席を賜り整斉と行われました。 

 また、北むつみ会役員として長年にわたり会の運営

に尽力された１７名の方々に北むつみ会会長より感謝

状の贈呈がありました。 

 第二部の記念祝賀会におきましては、カラオケ・詩舞・剣舞・フラダンス・健康ダンス・ 

津軽民謡など盛りだくさんの演芸プログラムを６３名

の会員の皆さんとご来賓の方々が一緒になり楽しい 

一時を過ごすことができました。 

 これも健康であればこそ元気で楽しく、絆を大切に

できる賜物であります。 

なお、むつみ会の会員数は９月３０日現在で７１名だ

そうです。 

会では、多くの皆さんの入会をお待ちしております。 

 

 

 

 

１０月３日（木）会員４５名ほどの参加で定山渓方面へ、紅葉や果物などおいしい季節を 

堪能しました。 

   
 

   

北むつみ会２０周年記念行事開催される 
  

女性部研修旅行多くの参加者でにぎわう 
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町内会自主防災組織(地震対策隊)行事の一環として、近隣市町村

の防災施設や防災の取組を視察・体験している研修ツアーが１０

月１３日（日）行われました。 

今年はバスをチャーターし｢札幌市民防災センター｣(札幌市白石

区南郷通６丁目北)を訪問、いろいろな災害の模擬体験を通し、

防火・防災に関する知識や、災害発生時の行動を学んできました。 

この研修ツアーには、地震対策隊員及び町内会員や、ご家族４２名が参加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

① 地震体験コーナー   ② 消化体験コーナー    ③ 煙避難体験コーナー       

 子供向けの震度３から   スクリーンに映し出された   煙が充満した建物内から 

東日本震災(震度７)     火災の映像を実際に。    避難行動を経験 

などの地震体験       消火器などを使って消火 
 

  

 

 

 

          

           

④ 暴風体験コーナー   ⑤ 災害バーチャル体験コーナー  防災センター見学の後は         

３Ｄメガネをかけて風速  津波土砂災害や都市型水害など   アサヒビール園で会食。 

３０ｍまでの風を体験   ３Ｄ映像によるバーチャル体験 

 

 

 

９月８日(日) 体育部主催のパークゴルフ大会が行われました。 

今回は初めての市外開催、平取ニセウ PG 場で２８名が腕を競い

合いました。ロングコースに苦戦しながらも楽しくプレーされま

した。 

 

  

 

 

 

 

大会終了後、新鮮なヤマメ料理に舌鼓を打ちながら表彰式を行い

ました。 

 

第５回地震対策隊研修会  

体育部第３回パークゴルフ大会 in平取  
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１０月２７日（日）北会館にて参加１０名により町内会囲碁・将棋大会が開催されました。 

腕に自信のある皆さんの白熱したエネルギーをまざまざと感じることが出来ました。 

     
 

 

 

 

衣服修繕で着やすく 
 

恵み野北６丁目３番９の自宅に、体が不自由な障害者や傷病者のための、衣服修繕専門店 

｢リメイクハウス｣を開業している、松葉恵美子さんをごしょうかいします。 

私たちの身の周りには、病気や不慮の事故などで車いす生活や寝たきり状態の方がおられ

るとおもいます。 

 日常生活で困っている方に対して、松葉さんは｢体の症状に合わせて、衣服を着やすく手直

しします。 

 「障害や病気があっても、自分らしいオシャレを楽しみませんか｣と提案しております。 

松葉さんが障がい者の衣服に関心を持った理由は、ご主人が平成１９年夏に仕事中に脳出血

で倒れて、入院先の病院で寝たきり状態になり、介護の難しさに直面した時から と聞いて

おります。 

 翌年３月に夫の在宅介護を始めたのを機に、衣服の手直しを始めたそうです。 

 ベットに寝ながら、前掛けのように簡単に着れるジャンパー。 

 車いすに座りながら、お尻を上げずに履けるズボン。 

 専門学校で学んだアイデアを形にした。 

 ｢昔から福祉に関わる仕事がしたかった｣と話されております。 

 ｢衣服を手直しする人の負担を軽くしたいし、介護される人の気持ちを明るくしたい、好き

な服を楽に着られれば、それだけで病気や障がいに沈む気持ちが明るくなるから｣と話されて

おります。 

 

 

 

お問い合わせ先 

    リメイクハウス  まつば 生地のべべ屋 恵み野店 

恵庭市恵み野北６丁目３番９ （恵み野森公園横） 

ＴＥＬ／ＦＡＸ ０１２３－３６－３６９９  

営業時間：１０：３０～１７：００ 

定休日： 金曜日・第１ 第３土曜日 

 

生地も取り揃えています。 ホームソーイング教室もあります。 

北町内囲碁・将棋大会  

障害や病気になってもオシャレをしてみませんか 
 

お気軽にご相談してみませんか 
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 リーダー （渡辺三好） 
１０月共同募金へのご協力ありがとうございました。 

青空の下、胸元に映える赤い羽根は助け合い精神の結晶ですが、その赤色が涙で 

かすんだ台風２６号の猛威、無念の犠牲者・被災者の皆様に心からのお悔やみと 

お見舞いを申し上げます。 

 

 体育の日「体力・運動能力」で小中高生の全体的アップ、５０歳以上の上向き、特に 

７０歳代の体力向上が過去最高というデータが、発表されました。７８歳１０ケ月の私 

早速腕立て伏せチェックをしたところ、連続５回位で筋力がもたず、老化の現実を認識 

しました。   皆さんはいかがでしょうか？ 

 

 灯火親しむ秋、道内初の読書のまちづくりをスタートした恵庭市は１０月、推進月間 

としてシンボルマークを発表、まちじゅう、図書館本館一日丸ごと開館など、ユニークな 

企画や行事で盛り上がりました。私もボランティアのひとりですので図書館ありがとうの 

詩を作ってみました。 

 

（一） 絵本囲んで 読み聞かせ      （二） 本は大好き 生涯学習 

    にっこり笑えば 疲れがとれる       図書の館は ホテルのメニュー 

    この次どんな 絵本かな          今日も幸せ おまつり気分 

（三） 恵庭のゆるキャラ 人気もの 

    私の夢はカリンバちゃんと ゆめちゃんつれて 

    こつこつまちじゅう 図書館めぐり 

 

１１月は芸術の秋 

４日（月）ネットワーク夢の楽遊会は、札幌からゲスト２組をお招きし、南京玉すだれ・ 

バルーンの曲芸、オカリナ演奏をお楽しみ頂きます。 

９日（土）１０日（日）は第１２回作品展を北会館で開催、各種入選の書や画をはじめ、 

写真・手工芸まで町内会員様の日頃の労作をズラリ、目玉としてラジコン複葉古典機も 

展示します。 ぜひ大勢のご来場をお待ちします。 

今回の朗報です 

道展会友の長坂栄子さん（４丁目）が、第６７回二紀展絵画の部で連続１０回の入選を 

果たされました。 

コミュニティタウン紙「ちゃんと」の７周年記念パークゴルフ女子の部で日置みち子さん 

（７丁目）が見事優勝、野球の「恵み野ロイヤルズ」が三四会旗争奪大会で優勝、ライオ

ンズ旗争奪大会で準優勝と活躍してくれました。 

 恵庭市民卓球大会女子シングルス小学生で、村重花音ちゃん（７丁目）優勝。 

 

危険業務従事者叙勲受賞として、ともに自衛官ＯＢである、清野邦彦さん（１丁目）が 

瑞宝双光賞、山中進さん（５丁目）が瑞宝単光賞と受賞が発表されました。 

皆さん本当におめでとうございました。 

１２月は歳末助け合い運動宜しくネ。 

ネットワーク夢ハートだより 
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★ 恵庭市ひとり暮らし高齢者除雪サービス支援者を募集 
１ 対象者要件(市ひとり暮らし高齢者除雪サービス事業による) 

  除雪を援護してくれる家族等が近くにいない世帯で次のいずれかに該当するもの。 

① 自力で除雪のできない一人暮らしの高齢者世帯 

② ８５歳以上のみで構成される高齢者世帯等 

２ 委託料 １，２８０円（１回当たりの平成２４年度単価、ただし車庫を保有して 

  自家用車を使用している場合は、２回分とする。） 

３ 参考 

除雪範囲： 

自宅玄関から公道まで、概ね１ｍ幅の通路、車庫前については、概ね２．４ｍ 

除雪実施時間： 

朝まで１５ｃｍ以上の積雪があった場合で、当日の午前９時終了目処に行う。 

期 間：概ね１２月から翌年３月まで。 

申込期限： １１月１５日(金) 

総務部長（野沢 ☎     ）まで、お問い合わせ下さい。 

 

★ 災害時の支援要員募集 
  町内会は、平成２５年１月から｢恵庭市災害時要援護者制度導入推進｣に向けて市と 

 協同して一人で避難できない方の支援希望者について、民生・児童委員、町内会福祉部の 

 皆さんが主体となって確認作業を進めてきました。 

 

 その結果、１０月末現在４４名の方がこの制度に対して登録申請が出てきております。 

       町内会は、登録申請者を地域で支援できる方を募集します。 

 

  町内会の基本方針としては、町内会自主防災組織（地震対策隊）の隊員・町内会役員・ 

 民生・児童委員、ネットワーク夢ハートさんを主体に支援体制を作っていきますが、この 

 支援人員だけでは災害時の支援が困難であります。 

 

 そのためにも町内会員の皆さんで支援できる方を募集いたします。 

 よろしくご協力お願いいたします。 

総務部長（野沢）まで、お問い合わせ下さい。 

 

★ 町内地域の防犯灯ＬＥＤ化工事完了について 
  平成２５年１０月８日恵庭市生活環境部 生活安全・市民活動室長より恵み野北町内会 

 全域のＬＥＤ化がほぼ終了しました という連絡を受けております。 

  現在、町内会防犯交通部長、同副部長が点検確認しておりますが、町内の皆さんに 

置かれましても下記の不具合事項が見受けられた場合、町内会防犯交通部長にご連絡を 

お願い致します。 

 

 ① 依然として、ＬＥＤ化されていない古い防犯灯が残っている箇所。 

 ② 防犯灯が昼間も点きっぱなしになっている箇所。 

北町内会よりお知らせ 
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★ 資源回収について 

  資源回収にご協力ありがとうございます。 古着の回収も始まり順調に集まっています。 

市の負担を減らし、町内会に奨励金も支給されますので、これからもご協力お願いします。 

  
資源回収上半期の集計（Ｈ２５，４～Ｈ２５，９） 

 

月 新聞紙 雑誌 段ボール 牛乳パック 瓶 古着 合計金額 重量 

４月 23,010  2,100  3,520  114  413    29,157  10922.3 

５月 20,400  945  3,040  90  96    24,571  9002.4 

６月 19,080  945  3,140  66  54  10  23,295  8604.6 

７月 22,770  840  3,500  129  84  3  27,326  9965.6 

８月 16,140  750  2,700  45  63  160  19,858  7419.7 

９月 22,890  1,155  3,120  75  99  375  27,714  10383.1 

計 124,290  6,735  19,020  519  809  548  151,921  56297.7 

    
※前 回 

  
159,606 

 
         ※ ２５，３２０円／月  参考 前回平均 ２６，６０１円 (昨年１１月から、新聞が４円／Ｋが３円／Ｋ） 

※ 市からの奨励金予定額  １６８，８００円  前回 １６８，４００円 
   

※ 古着は１円／Ｋ 
       

 
※ ２５，３２０円／月 参考 前回平均 ２６，６０１円 (昨年１１月から新聞が４円／Ｋが３円／Ｋ) 

※ 市からの補助予定額 １６８，８００円 前回 １６８，４００円 

※ 古着は１円／Ｋ 

◎ １１月の行事予定 

１１月４日(日)・・・楽遊会（Ｊikei れすとらん） １３：００～ 

１１月９日(土)１０日(日)・・・町内会作品展  北会館 

  １１月３０日(土)・・・ネットワーク夢「シネマサロン」北会館 １３：００～   

◎ お悔やみ申し上げます 

 佐野 ユキ 様 ８９歳  Ｈ２５． ９． １ ご逝去  北６丁目 

樋口 弘  様 ８６歳  Ｈ２５．１０．２４ ご逝去  北２丁目 

◎ これであなたも物知り博士（○×クイズ） 
第１問 自動車のガソリンの給油口はマフラー（排気管）のある側にある。 

第２問 レオタードの語源は中世の騎士がはいていたタイツである。 

第３問 脳そのものは痛みをまったく感じない。 

 

 

 

 

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、北町内会館のポストへお願いします。 

会計部よりお知らせ 


