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 8月 24日(日) 13:00から恵み野北会館にて「地震対策隊 第４回研修会」が、隊員３７名の

ほか、呼びかけに応じられた区長５名、一般１名の方々の参加があり、実施されました。 

今回は、「普通救命講習修了証」を発行して頂くため、ＡＥＤを含む心肺蘇生法講習をしっ

かり受けました。ビデオから実技まで３時間近くのハードな内容でした。 

 なお講習に先立ち、実際に人命救助の体験をされた看護師の吉岡育子さんから、仕事のとき 

とは違う突然の出来事についてのお話をしていただきました。ありがとうございました。 

 
       会長挨拶          吉岡育子さんの体験談       講師の恵庭消防署職員のご紹介 

       
 

      ビデオ学習           気道確保＆呼吸確認         マウストゥマウス 

      
 

   胸骨圧迫（心臓マッサージ）        ＡＥＤ準備             電気ショック 

      
 

  次回第５回は、１０月１９日(日)を予定しています。防災研修旅行です。 
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会長 渡邉 三好  

「猛暑列島、水害日本」 今年の流行語大賞にノミネートされそうなこの夏の異常気象。 

気象庁から「平成２６年８月豪雨」と命名されてしまいましたが、なかでも広島の市街地 

ベッドタウンを襲った土砂災害はまるで泥田のようで、真砂土の地盤の山を切り拓いた傾斜地

に建てられた住宅の姿形を、一瞬のうちに押しつぶした大惨事となりました。 心よりお悔や

みとお見舞いを申し上げます。 

私たち恵庭の街は真砂土ではありませんが、殆んどが火山灰土のたい積で形成されており、

決して強力な地盤とはいえません。 この恵み野は平坦地であり広島のような災害は考えにく

いですが、１時間で１００ミリもの豪雨や突然の竜巻などの風水害が無いという保証は、どこ

にもありません。 

今日は「二百十日、防災の日」です。 「災害は忘れぬうちに二度三度」。 いま一度ご家族

やお仲間とこの言葉をかみしめて、せめて減災の成果が得られるような心構えや備蓄の確認を

し合い、「何時も月夜に常九月」のひと月で終われるよう祈りましょう。 
 

さて、恵み野の今年の夏まつり。 北町内会の交流会は終了間際、すずらん踊りは後半のプ

ログラム、そして納涼盆踊りは２日目中止といずれも雨に悩まさ

れ、達成感・充実感は正直最高とはいえませんでしたが、交流会

は土曜開催にも拘らず７６２名の皆さんがお楽しみ下さいまし

たし、すずらん踊りも北町内会が４０名と一番多くの参加者を数

えました。 

その中に渡邉咲希さん(７丁目、旭小６年)まなかさん(７丁目、

旭小３年)姉妹が、お母さんとともに保存会のメンバーとして３

年目、今年も素敵な踊りを見せてくれました。 何といっても、

恵庭の民俗芸能であるすずらん踊りの保存会員であることは誇らしい限りです。 咲希さん、

まなかさん。 どうぞ立派な指導者になって下さいね。 

納涼盆踊りは２日の予定が一夜だけとなりましたが、昨年より１５０名も多いおよそ４００

名の方々が一つの輪となりました。 翌日もあったら新記録の人出になったことでしょう。 

来年はさらに出店を増やしたり、本番前のアトラクションも考えたいなど、反省会も大いに

盛り上がりました。 なお、踊り会場にお子さんの財布と耳飾りが落ちておりましたので、お

心当たりの方は恵み野交番で確認して下さい。 

 

◇ 生活改善要望に市が素早い対処、ありがとう。 

ローソン交差点からガーデン歯科方向の南島松線車道のマンホールの浮上がりの苦情に

対し、市が８月１２日に９カ所にわたる改修を行い、車の通行がスムーズになりました。 
 

◇ ご注意、タイヤ盗難急増。 北町内会で実地検証。 

夏休みをはさんで、市内各所で車上荒らし・自転車盗難・タイヤ盗難が続発。 特に恵み

野地区でのタイヤ泥棒が目立ちました。 

そこで９月１日、警察・防犯関係者の指導のもと、北町内会要所での検証を行い被害防止

に努めることになりました。  

これには札幌のＴＶ局ＵＨＢも取材に訪れ、広くタイヤ盗難防止の啓蒙をして下さいます。 
 

◇  防犯交通部が交通安全旗２０枚、ポール１０本を購入。 経費２０，５２０円のところ、

市から助成金１０，０００円の交付を受けました。 

９月２１日から３０日まで秋の全国交通安全運動が実施されます。 当番区長さん、よろ

しくお願い致します。 

夏まつりに感謝！ 元気に秋を迎えましょう 
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リーダー 山田 利喜夫 

  
そろそろ秋の気配を感じつつありますが、お変わりないでしょうか。 

 

９月１５日は敬老の日ですが、福祉部の皆さんが７５歳以上のご家庭を訪問し、市と町内会

からの祝い品と福祉だよりをお届けします。元気な笑顔でお待ち下さい。 
 

社会福祉協議会から平成２５年度小地域ネットワーク活動実績報告書が届きました。 北町

内会館にありますので、どうぞご覧ください。 
 

ネットワーク夢９月は、１７日(水)健康学習会、２０日(土)シネマサロンです。 

回覧でくわしくご案内していますので、大勢ご参加下さい 

＜今月の朗報＞ 
■野球 恵み野ロイヤルズが、７月の日刊旗につづいて８月の全道軟式野球でも堂々１４年 

ぶり２度目の北海道チャンピオンとなりました。 

■卓球 札幌市民大会女子シングルス・混合ダブルスに、近純子さん(７丁目)が優勝。 

全国大会出場の植田帆海さん(７丁目、旭小４年)、村重花音さん(７丁目、旭小４年)、 

ともに３位チームに惜敗。 

■音楽 毎日こどもピアノコンクールで、伊藤麻杏さん(１丁目、旭小６年)は本選会で受賞を 

逃し、残念。 

■書道 読売書法会展に、末永寿泉さん(１丁目)が昨年につづいて入選。 

■恵庭市花いっぱい文化協会花壇コンクール学校の部  

旭小学校が優秀賞(教育長賞)に輝き、恵み野中学校は努力賞となりました。 
 

【皆さんの大活躍，大健闘、感動をありがとう！】 

 
 
 

 

  【体育部】 
  
夏日が続き芝も重たくなってきた恵庭中央ＰＧ場にて、第２回北町内会パークゴルフ大会が８

月３日(日) に開催されました。 参加者の皆さんはラフからのショットに苦労されましたが、

暑さに負けず水分補給しながら楽しくプレーされました。 参加者４０名(男２８名、女１２名)  
 

 結果は以下のとおりです。 おめでとうございます。 
 

男子優勝 飛塚 周一さん（２丁目）  女子優勝 今野 慶子さん（６丁目）   

〃 ２位 吉田 大洋さん（１丁目）   〃 ２位 瀬川 勝代さん（５丁目） 

〃 ３位 山田 幸男さん（１丁目）   〃 ３位 中嶋 和子さん（７丁目） 

〃 ４位 山内 一義さん（７丁目）   〃 ４位 井口トモ子さん（７丁目） 

〃 ５位 中尾 國雄さん（７丁目）   〃 ５位 佐々木逸子さん（３丁目） 
 

   
 

ネットワーク夢ハートだより 

 
第２回 パークゴルフ大会 
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【青少年育成部】 

７月２８日(月)から８月６日(水)までの１０日間、旭小グラウンドで「夏休みラジオ体操」

を行いました。 毎日朝早くから、たくさんの子供達が集まってくれました。 
 

    
 

◎ 今月の町内会の動き 

月 日（曜）時間 内  容 場  所 摘  要 

9 / 1（月） 

         13:30~ 

回覧版「町内会便り」発行 

社協第２回地域福祉部会 

 

福祉会館 

 

会長 

 / 6（土）11:00~ 東町内会親睦交流会（会館トイレ解放） 冒険広場 会長 

 / 7（日）18:00~ 第１回役員選考委員会 北会館 会長、総務部長、区長 

 /10（水）～11 日 市町連自治活動視察研修（１泊） 歌志内市 会長 

 /13（土）14:00~ 町連・防災組織交流会 東会館  

 /15（月・祝）7:00~ 秋の町内一斉清掃（雨天 9/23）  環境衛生部 

 /16（火）10:30~ 恵望園ボランティア活動 恵望園 女性部 

 /17（水）10:00~ 健康学習会 北会館 ネットワーク夢 

 /20（土）13:00~ 

      18:30~ 

第２７回シネマサロン 

総務部会 

北会館 

北会館 

ネットワーク夢 

 /21（日） 8:30~ 第３回パークゴルフ大会（年間表彰） 中央パークゴルフ場 体育部、鈴木副会長 

 /24（水）18:30~ 四役会議 北会館  

 /28（日） 8:00~ 町連親睦パークゴルフ大会（雨天 10/5） 中央パークゴルフ場 体育部 

 /29（月）13:30~ 社協第２回評議員会 福祉会館 会長 

  
 

◎ 赤ちゃん誕生       清野 健二様 長女 愛(いと)ちゃん 
       おめでとう          平成 26年 7月 24日生まれ 3丁目 

◎ 新会員のご紹介      比内 一徳 様   平成 26年 7月 21日入会  4丁目 

◎ 退会のご報告        和田  亨  様   平成 26年 8月 20日退会  1丁目 
 
 

◎ 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、氏名・連絡先を記載して、北町内会館のポストへ 

お願いします。 

◎ 北会館にはＦＡＸがあります（３７－７８００）。ご利用下さい。 

編集担当 平山（     ） 

 

 
編集部 

からの 

お願い 

 

夏休みラジオ体操 

 

 


