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５月１７日（日）朝７時から「春の町内一斉清掃」を実施しました。 

当日は好天のもと、５６３名の会員の皆さんにご参加いただき、道路や公園の除草・ごみ拾

いを行いました。 

   

今回は特に、幹線道路の「植樹桝」の除草を重点的にお願いしたところ、とてもきれいにな

りました。ご協力ありがとうございました。 

   

「秋の町内一斉清掃」は、９月に実施する予定です。  

     環境衛生部長 早川 剛志 

副部長 北上  慎  
 

「ワンランクラブ」登録者募集中！ 

  「安心安全の街づくり」を目指し、その活動の一つとして愛犬家の皆様、ジョギング・ 

ウォーキングの皆様のご理解・ご協力のもと、お力をお借りしたく、ただいま登録会員を 

募集しています。 

  愛犬と毎日のお散歩をされる時、朝晩のウォーキングやジョギングを楽しまれる時に、 

あなたの腕に「防犯」の腕章を着けていただくだけです。 義務や責任はございません。 

 メモ用紙に住所・氏名・連絡先などを書いて北会館ポストにお入れください。 

渡邉か山田から、詳しいお話をさせて頂きます。FAX（３７-７８００） 
 

 

 
 

 

２０１５年 ６月 １日（第３６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：TEL ３７－２３２６ 

             FAX ３７－７８００ 

URL：http://megumino-kita.net/ 

春の町内一斉清掃 

  



 2 

 

 

 
 

会長 渡邉 三好  
 新緑の季節、６月を迎えました。皆様、お変わりございませんでしょうか。 

 北町内会館入り口の敷地に、文字通り猫の額ほどの庭がありますが、

会員の方から頂いた花を日頃から山田総務部副部長が丹精を込められ

た結果、芝桜やチューリップなどが色美しく咲き誇り、道行く人の心

も和んでいます。【右写真】 

 ２週間前には町内の一斉清掃が行われ、早朝から大勢の皆様が各丁

目の幹線の植樹桝やハイテクアスリート花壇、各公園際などの雑草の

除草作業をして頂き、さわやかな街の姿に変わりました。【１頁参照】 
 
 今年度、「めぐみの森公園（６丁目）」の樹木の剪定や、「ペリカン公

園（５丁目）」の滑り台の取換え工事が決まっています。（次年度に、

「おおぞら公園（１丁目）」の滑り台が取替え予定。） 

別添回覧でお知らせしていますが、昨年同様、６月２０日締め切りで皆様から生活改善要望

をお聞きし、月末までにまとめて北町内会からの要望として提出いたします。 身のまわりの

どんな事でもよろしいので、ＦＡＸか北町内会館のポストへの投函のどちらでもＯＫです。  

どしどしお寄せ下さい。 

 さらに、７月には「恵庭市のエコバス路線を考える」をテーマにした市民の広場が企画され

ています。詳細が判り次第お知らせしますので、ぜひ大勢の皆様のご参加をお待ち致します。 
 
 ところで、今年もエルニーニョ現象発生のニュースが流れました。統計によりますと、この

現象が強ければ強いほど日本列島は冷夏となっています。 

町内会の一大イベント、親睦交流会は今年も土曜日の開催で、７月１１日を予定し先月から

準備に入りました。 

そのあと、恵み野夏まつり、すずらん踊り、納涼盆踊り、そして健康ウォーキングにパーク

ゴルフなど目白押しに続きます。今週末、旭小学校の運動会も予定されています。 

これからの行事はすべて屋外でのプログラムで、何といってもお天気が気になりますが、こ

ればかりは人間の知恵や力ではどうにもならず、「人事を尽くして天命を待つ」以外ないよう

ですね。  

まずは、花と緑にかこまれた今月、心身ともに健やかに過ごしましょう。 

 
 

子どもの集う場所「フーレめぐみの」  
開設一周年おめでとう！ 

 

恵庭市では３ヶ所目の子どもの集う場所として、恵み野北３丁目のＲＢパークに昨年４月に設けら

れた「フーレめぐみの」の、開設１周年記念セレモニーが５月１０日行われました。 

 指定管理者である学校法人産業技術学園の暖かい運営のもと、小学生・就学前の児童や保護

者など利用された方が延２万５千人、職員や教員および学生ボランティアが３００人、道内外からの

視察者が１千人と、当初の予測を大きく上回った嬉しい結果が報告されました。 

 なおこれからの２年間、運営協議会会長として恵み野小校区から松﨑政和南町内会長、（恵み野

町連会長)恵み野旭小校区委員として渡邉三好北町内会長が務めることになりました。 

 また子ども委員として、市原秀途、能登新太、渡邉瑠偉、若林亜湖さんの４人（全員旭小学校５年

生で北町内会の児童）が再任されました。 

みんなで力を合わせて、楽しく学んで遊べる２年目をスタートしましょう。 

新緑とともに…町内会もお化粧直し 
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リーダー 山田 利喜夫 
 みなさま、お元気ですか。 

５月１５日（金）、ノルディックウォーキング教室への

参加要請が恵庭市保健センターからあり、急遽６名の方

に参加して頂きました（全２５名）。 

初めての方が対象でしたが、お一人だけ初心者でほか

の５名は昨年体験しており、ポールを握った途端にお互

いニッコリ。新しい歩き方も難なくマスターして、一般

市民の皆さんと和気あいあいのうちに１時間３０分があ

っという間に過ぎました。 

また、途中でＦＭラジオ「e-niwa」の実況中継があり、いきなりマイクを向けられた渡邉会

長が楽しい感想をおしゃべりしました。 

次回のセンターでの教室は来年２月です。早めにご案内しますので大勢で参加しましょう。 
 

＜今月の企画＞ 
 
◆ 第３６回シネマサロン 「ミニヴァー夫人」 ２０日(土)１３:００ 於：恵み野北会館 

       ・ 英国のチャーチル元首相が絶賛した、グリア・ガースン主演。（1942・米国）。 
 
◆ 春の楽遊会 …「箏とゆみ琴 名曲サロン」  ２７日(土)１３:３０ 於：Jikei れすとらん 

       ・ 筝曲は、「星の会」代表 星道子さん(1丁目)ほかが 尺八とコラボ。 

       ・ ゆみ琴は、おそらく初めて耳にされる方が多いと思いますが、ヴィオラと 

バイオリンの音色に近く、クラシックから童謡まで妙なる調べを演奏する 

ことが出来ます。 

今回は、石原供子さんがリーダーの「グループ・サウンド・ワールド」の 

皆さんが札幌から恵庭に初見参。楽しみですね。詳しくは別紙回覧を。 
 

＜今月の朗報＞ 
 

☺【野球】昨年大活躍した恵み野ロイヤルズ。 

恵庭市長旗争奪で、和光Ｊｒライオンズに１２－１で勝利。 道新旗争奪で、柏 

ホエールズに９－０で勝ち、ともに優勝。白星街道を快走しています。 
 
☺【卓球】恵庭市民卓球で、植田光毅・帆海の兄妹 (７丁目)が、男女の複でそろって優勝。 

     帆海さんはさらにホープス杯北海道予選の団体戦で柏クラブチームのメンバーで 

     優勝。全国大会出場が決まりました。 
 
☺【春の褒章】防衛功労部門で、林研司さん(２丁目)が瑞宝双光章を受章されました。 
 

みなさん 心からお祝いを申し上げます。 

 
 

ジージにバーバもがんばるよ 「南京玉すだれ」 

6月 13日（土）、恵み野商店街の「花さんぽ通りまつり」が催されます。  飲食・フリマ 

などの出店や、ステージでの演芸・音楽など楽しいプログラムが予定されていますが、 

友情出演として松前榮さんほか恵み野北と西むつみ会有志の皆さんが、昔なつかしい 

大道芸「南京玉すだれ」を披露して下さいます。 ぜひご覧頂いて、拍手を送って下さい。 

 

ネットワーク夢ハートだより 
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４月２５日(土) ９：００～１２：３０、恵み野旭小学校体育館にて 

北・東町内会合同開催の「春の子どもレク」を行いました。 

児童１１２名(北６０名、東５２名)と父母３０名が参加して、 

児童間の交流や体力の向上を目的に、ドッヂボール・リレー・ 

バスケットボール・綱引き・ビンゴなどを楽しみました。 

これからも子供たちが楽しめる企画を考えていきます。 
青少年育成部 

 
 

                               
５月１７日(日) １３：００から、北町内会館にて役員２８名出席 

され、「第２回役員会」を行いました。 議題は下記のとおり。 

 (1) 第２４回親睦交流会実施計画〔案〕 

  (2) 専門部事業報告 

  (3) 北町内会創立３０周年記念事業 

  (4) 北町内会あり方検討 
 

◎ 今月の町内会の動き 
 
月 日（曜）時間 内  容 場  所 摘  要 

6 / 1（月） 「北町内会だより」発行   

  / 6（土） 8:30~ 恵み野旭小運動会 恵み野旭小学校 会長・山田・堀 

 /10（水）10:00~ 

16:00~ 

第 3回役員会資料印刷・綴込 

恵み野町連第２回三役会議 

北会館 

南会館 

 

/13（土）15:00~ 地域防災フォーラム 市民会館  

/14（日）13:00~ 

終了後 

第３回役員会 

６月度総務部会 

北会館 

 〃 

四役・専門部役員・監査役・

区長 

/16（火）10:30~ 恵望園ボランティア活動 恵望園 女性部 

/17（水）18:00~ 町内会長親睦交流会 天輪  

/20（土）13:00~ 第 36 回シネマサロン 北会館 ネットワーク夢 

/21（日）13:00~ 

     終了後 

第３回地震対策隊研修会 

６月度四役会議 

北会館 

北会館 

地震対策隊 

 

  /27（土）13:30~ 春の楽遊会 Jikei れすとらん ネットワーク夢 
 

◎ 新会員のご紹介     福田 幸一 様  平成 27年 4月 21日入会 (旭小学校長) 

小林  肇 様  平成 27 年 5 月 11 日入会 北 6 丁目 

関谷 修平 様  平成 27 年 5 月 16 日入会 北 4 丁目 

◎ 退会のご報告      橋本  悟 様  平成 27年 3月 31日退会 (旭小学校長) 

伊藤 雄二 様  平成 27 年 5 月 17 日退会 北 6 丁目 

柏原  誠 様  平成 27 年 5 月 24 日退会 北 7 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 

活躍等を募集しています。 

◎ 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）もご利用ください。     ( 編集担当 平山 ) 

 
編集部 

からの 

お願い 

春の子どもレクリエーション 

第２回 役員会 


