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１０月２６日(日)、ネットワーク夢「第２回 歌って笑ってさんぽ道」を Jikei れすと 

らん にて開催しました。 

 北広島市や千歳市からも歌

好きの人が集まり、合唱。 

施設の入居者も合わせ９０人

が落語二席や南京玉すだれも

含めて、文字通り歌って笑っ

ての２時間を過ごしました。 

                   楽しみがいっぱい           受付も大忙し 

   
落語 甘味家ぷーさん「親子酒」    落語 茶摘家ちゃっきり「健康一番」      南京玉すだれ 

     

                             みなさん 楽しそう！ 

   
          いつもありがとう           大きな声で             こどもたちも 

 

第２回 歌って笑ってさんぽ道 



 2 

 

 

 

１０月１９日(日)、第５回地震対策隊研修会として研修ツアーが行われました。 

地震対策隊以外の会員の参加もあり、総勢３６名で千歳市防災学習交流センター 

「そなえーる」を訪れました。 参加者の半数の方々がこのような施設を体験された

のが初めてということで、大変有意義な研修会となりました。 

「恵庭市にも是非欲しい施設だ。」との参加者の声が．．．。 
 

   
          外観                         屋内訓練室             避難はしご体験  
 

  
              地震体験                        煙避難体験 
 

    
    予防実験コーナー         消防服展示コーナー   

 

※次回、第６回地震対策隊研修会は、 

・日時 １２月 7 日(日) １３：００～１５：００  

・場所 恵み野北会館  

・内容 警察・消防の担当者による 

歳末防災･防火･防犯のお話 etc.  
 

第５回 地震対策隊研修会研修ツアー  
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白老 → 登別 → 昭和新山 → きのこ王国 
 
紅葉の季節 １０月８日(水)に、５６名の皆さんと楽しいバス旅行に行ってまいりました。 

 今回はバスの乗り降りが多くて少し心配でしたが、降りるたびにたらこや椎茸のつか 

みどり、ホッキ握りやプリンなど美味しいものがいっぱいで、喜んで頂けたと思います。 

特に白老牛丼バーガーは、

パンが柔らかくお肉もジュー

シーで、満足の一品でした。 

 帰りは少し暗い時間になり

ましたが、皆さん笑顔で帰る

ことが出来た事が一番嬉し

かったです。  

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 １０月２４日(金)、ハイテクアリーナで行われた保健センター主催「ノルディックウォー 

キング教室」に、ネットワーク夢の初企画として会員７名が参加しました。 

 全員初めての体験でしたが、嬉しい合格点を頂きました。 

 親切なご指導に、次回への夢がふくらみました。 
 

   
      理論から             実践へ             疲れた？ 
 

  
                   屋外へ              記念撮影！ ありがとうございました。 

 

女性部バス研修旅行 
 

ノルディックウォーキング 
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                               会長 渡邉 三好  
 
 目に映るもの耳に伝わるものの多くが痛ましくも切ない話題のそんな中、太陽の陽光以上の光が

世界に流れました。  

ノーベル物理学賞に、赤崎・天野・中村各氏の晴れ姿三人男受賞決定のニュースです。 

 １３５年前発明王エジソンがもたらした電球の効果は、人類の発展に不可欠の宝となりましたが、

寿命が長く目に優しく限りなく実用が拡がるＬＥＤ光の三原色の決め手、青色発光ダイオードの発明

開発量産化を実現した三人衆。 赤崎・天野両教授は研究の虫、誰よりも強い師弟の絆。 中村教授

は孤立無援、反骨精神からアメリカ国籍まで取得して悲願の花を咲かせました。 

 思えば照明から野菜、スマホに至るまで身のまわりのあちこちにＬＥＤの光が満ち溢れ自由な暮ら

しの恩恵を受けている私達の、まさに灯台下にノーベル物理学賞の贈りもの。 胸を張って日本の科

学の力を誇りましょう。 世界にはまだ１５億人がこの光に当たっていないと言われており、更なる技

術革新の夢を広げてほしいものです。 

 ご存知のように恵庭市でも昨年１億５千万円の予算で、市内すべての防犯灯をＬＥＤに切り替える

工事を行い無事終了しました。 ７〜８年の長寿命。 ５年位で見直し、災害時の大規模修理など管

理責任は市、日常の維持業務は町内会という基本原則を確認し、北町内会も協定書を交わし、今日

１１月１日効力発生となりました。 優しい光に包まれて安心安全なまちづくりを進めましょう。 

 ところで電気エネルギーといえば、町内会隣接地にある近畿大学セミナーハウスの敷地内に、札

幌ドーム２個分の規模で、恵庭メガソーラー太陽光発電所が先月竣工し発電を始めました。 

 およそ 1,100 戸分の年間電力が供給可能で、北電からの送電が停止した時に２基のコントロール

盤が働き、地域の皆様に日中のみ使用ＯＫということです。 

 発電所の見学、小中学生への出前講座、バイオコークスによる土壌・野菜づくりの研究など、２０年

間の契約事業が行われることをお知らせいたします。 

 
 

リーダー 山田 利喜夫 
  

■ 【第 29回 シネマサロン】 １１月２２日(土) 13:00～ 於：恵み野北会館 

■ 【楽遊会】           ２９日(土) 13:30～ 於：Jikeiれすとらん 

※ハンドベルの調べとサックスのひびきを、どうぞお楽しみ下さい。 
 

＜今回の朗報＞ 
【ｴｱﾛﾋﾞ】 全日本エアロビック選手権北海道大会のシニア１７歳以上の部で、大島莉奈さん 

 (７丁目、北翔大)が見事第１位、全国大会へ。 

【野球】 恵み野ロイヤルズ、ダイワマルエス旗大会で、５試合すべて完封して優勝。 

【卓球】  市民卓球大会小学生女子ダブルス、植田帆海さん(７丁目、旭小４年)が第３位。

【ｻｯｶｰ】 千歳ﾗｲｵﾝｽﾞ旗秋の大会で、恵み野サッカースポーツ少年団は決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ１回戦で 

敗退。しかし、田鎖龍汰くん(６丁目、旭小６年)が優秀選手に選ばれました。 

【陸上】  長崎国体陸上女子成年１００メートルで、福島千里選手(３丁目、ハイテクＡＣ) 

が５連覇を達成。 後輩の平加有梨奈選手が成年女子走り幅とびで２位に入りました。 

【美術】  第 68回二紀展絵画部門、長坂栄子さん(4丁目、道展会友)が今年も入選｡11回目。 

第 26回ＭＯＡ美術館恵庭児童作品展で､北海道新聞社賞を前田来音くん(1丁目、 

旭小４年)が受賞。 

【叙勲】 危険業務従事叙勲防衛部門で、豊田正人さん(２丁目)が瑞宝単光章授賞決定する。 

みなさんの輝かしい足跡に、拍手拍手！ 

昔エジソン白熱電球、今侍ジャパン青色ＬＥD…恵庭の防犯灯もＬＥＤ化 

ネットワーク夢ハートだより 
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１０月２６日(日)、恵み野北会館にて参加１０名により北町内会囲碁・将棋大会が開催 

されました。 今回は囲碁のみの大会となりました。 

さすがに腕に自信のある方ばかりで、白熱した戦いとなりました。 
 

     
嵐の前の静けさ．．．         熱戦開始！           難しいな 

 
結果は右記のとおりです。    優 勝 経堂  稔 さん（２丁目） 

おめでとうございます。     準優勝 野上 秀夫さん（１丁目） 

第３位 錦織 恒明さん（５丁目） 

〃   前森 正浩さん（１丁目）  

 

 

◎ 会計部よりお知らせします。 

 

北町内会 囲碁・将棋大会  
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【狙われています！】 
会員の皆様のご協力による資源物の回収は、町内会運営の貴重な財源となっています。 

 最近、依頼している(株)紙商五代の回収前に、古新聞の抜き取り被害が発生しています。  

警察に相談しているのですが、歩道に出されている限り取り締まれないようです。 

どうぞ資源ゴミは、歩道ではなく敷地内に置かれるようお願いいたします。 

 

◎ 今月の町内会の動き 
月 日（曜）時間 内  容 場  所 摘  要 

11/ 1(土)  8:00~ 

 1(土)  8:30~ 

広報紙「きずな」７７号発行 

恵み野旭小学校学芸発表会 

 

旭小学校 

 

会長 

/ 8(土)  8:30~ 

/ 8(土) 10:00~ 

/ 9(日)    ~17:00 

秋の一日バス旅行 
 

第１３回北町内会作品展 

小樽水族館、鉄道博物館 
 

北会館 

青少年育成部 
 

文化厚生部 

/11(火)~20(木) 冬の交通安全運動 北町内会交差点 防犯交通部 

/13(木) 18:30~ 総務部会 北会館  

 /15(土) 14:00~ 

     終了後 

町連第３回三役会議 

北・東合同もちつき大会打合せ 

 

東会館 

 

会長、総務、会計 

/16(日) 13:30~ 

     終了後 

第２回部長会 

四役会議 

 

北会館 

 

四役、専門部長 

 /22(土) 13:00~ 第２９回シネマサロン 北会館 ネットワーク夢 

 /23(日) 13:30~ 

     終了後 

第４回役員会 

北町内会あり方検討会 

 

北会館 
四役、専門部長、 

同副部長 

 /29(土) 13:30~ 秋の楽遊会 Jikeiれすとらん ネットワーク夢 
 
 

◎ お悔やみ申し上げます 

三浦 薫 様   平成 26年 10月 4日 ご逝去  84歳   北 4丁目 
 

 

 

【北町内会からのお願い】 
 

来年度の新役員選考を行っていますが、大切なセクションが充足されていません。 

会員の皆様の「終の住処」であり、子供達にとっては「ふるさと」でもある大切なまちです。 

ぜひ北町内会のためお力をお貸し下さい。 仕事に支障の無い範囲で力を奮ってください。 

災害が他人事とは思えなくなっている昨今、現役世代の方々の協力が是非とも必要です。 

一緒に力を合わせて、住み良い街づくりを！        （ 総務部長 北川 TEL         ） 

 

 

◎ 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。  ＦＡＸ（３７-７８００）でもお受けします。 
( 編集担当 平山 TEL          ) 

 

 
編集部 

からの 

お願い 


