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“ ネットワーク夢 ” 

“ネットワーク夢”恒例となった歌と笑いは健康の源「歌って笑ってさんぽみち」が、５月３１日（日）

13:00 から Jikei れすとらん にて賑やかに開催されました。 

春から夏の唄・世界の愛唱歌をみんなで合唱したり、いじわるトンチクイズのほか、「笑いヨガ」

認定リーダーである石山香織さん(北5丁目)の指導で、ヨガの呼吸法に基づいて腹の底から大声

で笑い合う「気ままに笑いヨガ(ラフターヨガ)」で楽しいひとときを過ごしました。 

参加された皆さんは、どなたも初めての体験で最初戸惑っておられましたが、簡単なステップ

を踏んだあとは、とにかく笑えば笑うほどストレスがとれ健康になれるというエクササイズなので、

笑い声がレストラン中に響きわたりました。 

   
プログラムを紹介する渡邉会長       講師の石山香織さん        右手にビール、左手にコーヒーを 

イメージし、大声で笑う 

 

 

                                 “ ネットワーク夢 ” 
 ６月 27日(土)、 Jikei れすとらん に於いて「春の楽遊会」 

が開催されました。 あいにく行事の多い日の開催でしたが、 

約７０名もの参加者を迎えて、「箏・尺八」と「ゆみ琴」による 

懐かしい曲の演奏を楽しんで頂きました。 

第１部  ♪箏曲♪   「星の会」 星道子さんほか 5 名 

第２部  ♪ゆみ琴♪ 「ｸﾞﾙｰﾌﾟｻｳﾝﾄﾞﾜｰﾙﾄﾞゆみ琴の会」 

石原供子さんほか 4 名 

               
筝・尺八               ゆみ琴             
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会長 渡邉 三好  

 恒例となった初夏の風物詩、「札幌よさこいまつり」は、今年も 200万人にせまるファンの熱狂と拍手に

包まれながら、地元札幌「平岸天神チーム」が３年ぶりの通算９度目の頂点に輝き閉幕しました。 

 私たち恵庭から連続出場している「紅鴉チーム」が今年は敢闘賞を獲得。それに加えて、昨年新設された

ジュニアの部で 8位と健闘しながらメインステージへの夢を逃した「紅鴉ジュニアチーム」が、今年見事 

3位に当たるジュニア優秀賞に入賞しました。メンバーの中には北町内会の生徒さんが３人もおり、観客の

心に恵庭紅鴉の名前をしっかり刻みつけました。 大舞台でのがんばりに拍手を送りたいと思います。 

 そして北海道神宮例大祭も賑やかなうちに終わり、一気に初夏の訪れとなりました。 このよさこいや神

宮まつりの盛況も雨による中止がなかったことの結果でした。６月号の挨拶でも、これから夏場での催事の

多くは屋外が舞台であり、一にも二にもお天気頼みだと書きましたが、幸い恵み野地区では各町内会の一斉

清掃をはじめ、小中学校の運動会、体育祭や遠足、さらに南町内会の「リラ・フェスタ」といずれも好天に

恵まれ、本番が雨となった中体連の野球大会や「恵み野花さんぽストリート祭り」でも、予備日に無事プロ

グラムが消化できました。 

 さて、いよいよ７月。４日の西町内会に続いて、１１日が待ちに待った北町内会の「第 24回親睦交流会」

本番です。 今年も土曜日をあてましたが、昨年と変わらぬ参加者が予想されます。 

 今年は、各丁目対抗ゲームが主ということで初めて総合優勝丁目を発表します。 区長さんが参加する 

競技も衣替え。 さらにどんな催しにも使用できる北町内会ののぼりが初お目見えします。  

防災コーナーでは災害用保存食アルファ米の試食による募金をお願いし、東日本大震災復興支援金として

日赤にお届けします。 福島県から避難の皆様をご招待、暖かくお迎え致しましょう。 

参加者全員の全力投球で、年に一度の親睦交流会を成功させましょう。 
 
 ◎ 回覧でお願いしていました生活改善要望は、昨年より件数は減りましたが、道路・樹木関係中心に 

要望があり、市に提出しました。 今後の回答を待つことにします。 

 

カラスが啼かない日はあっても交通事故の無い日はありません。 中でも最近目立つのが自転車に 

からむ事故。 皮肉なことに全体の事故件数は少しずつ減っているのに、車の事故ではなく、自転車 

単独や自転車同士、自転車と歩行者との事故で死亡する件数が 10年前 51件から昨年は 82件と増え、 

加害者に 1億円近い損害賠償判決の事例もありました。 信号無視をはじめ簡単に守れる行為の違反 

やマナーの悪さが重大な事故につながっています。  

今年 6月 1日施行で 14の項目が危険行為とされ、3年以内に 2回以上危険行為で摘発された 14歳 

以上の自転車運転者には、3時間 5,700円の安全講習受講が義務となります。 受講命令から 3ヶ月 

以内に受講がなければ５万円以下の罰金が科されます。絶対安全運転を誓って下さい。 

 

①信号無視 ②遮断踏切への立入り ③指定場所一時不停止など ④歩道通行時の通行方法違反 

⑤ブレーキ不良自転車運転 ⑥酒酔い運転 ⑦通行禁止違反 ⑧歩行者用道路での徐行違反 

⑨通行区分違反 ⑩路側帯通行時の歩行者の通行妨害 ⑪交差点安全進行義務違反など 

⑫交差点優先車妨害など ⑬環状交差点安全進行義務違反など ⑭安全運転義務違反 
  
 

ジージとバーバの熱演に感謝の拍手！ 
 

低くなり見やすくなった花壇に、季節の花とみどり。 安全な車寄せも完成し見違えるようになった 

恵み野西の花さんぽストリートでおまつりが開かれました。 雨のため 1日伸びた 6月 14 日（日）。飲食、 

小物、ファッションなどの店がまつりの主人公となり、ステージのアトラクションが花を添えました。 

その中で北と西のむつみ会有志の皆さんが、大道芸そのままに昔なつかしい南京玉すだれを披露。 

ほとんど見たことの無いお客さんから大きな拍手を受け、カラオケのおまけまでつけ「来年もぜひ！」 

という声まで頂きました。 
 

親睦交流会！ 今年も情熱と絆で成功させよう！！ 
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リーダー 山田 利喜夫 
 

 「歌って笑ってさんぽみち」と「楽遊会」は、新登場の笑いヨガ、ゆみ琴そして星道子さん（1丁目）

らの琴と尺八などそれぞれの熱演に大満足の 2日間でした。詳しくは 1面でどうぞ。 
 
＜今月の企画＞ 

◆ 第 37回シネマサロン 「ビルマの竪琴」 25日(土)13:00 於：恵み野北会館 

                   ・平和への祈りをこめた感動巨編です。（1956・日本） 

＜今月の朗報＞ 

☺【男子サッカー】中体連市内大会で、恵み野中が優勝。 

☺【バドミントン女子】中体連市内大会団体で、恵み野中が優勝。 個人複で一ノ瀬・坂本組が 2位、 

谷間・森本組が 3位（4人全員北町内会）。 管内大会も突破しよう。 

☺【野 球】無敵の恵み野ロイヤルズ。 5月のスタルヒン杯争奪全道スポーツ少年団軟式野球交流 

大会恵庭地区優勝、千歳支部優勝そして 6月の石狩支部大会でも江別中央タイガース 

を 4-1で破って優勝。 今月 18日から旭川で行われる全道大会出場が決まりました。 

          負けを知らないロイヤルズ。 王者の道を突き進め！ オメデトウ 
 

 

 
 
６月１4日(日) １３：００から、北町内会館にて役員・ 

区長５６名が出席、「第３回役員会」を行いました。  

議題は下記のとおりです。 
 
 (1) 第２４回親睦交流会実施計画〔案〕 

  (2) 町内会費納金について 

  (3) 一斉清掃の丁目担当区域について 

  (4) その他 
 
 

 

 

 6月 21日(日) 13:00 から恵み野北会館にて「地震対策隊 第３回研修会」が、隊員３０名の出席

で実施されました。 

今回は北海道ハイテクノロジー専門学校救急救命士学科の井手生朗教員と生徒さん１１名から、

ＡＥＤでの心肺蘇生法と三角巾を使った応急処置を学びました。 

 教え方の勉強でもあるということで、熱心に指導していただきました。 
 

   
北海道ハイテク専門学校           ＡＥＤでの指導           三角巾の扱い方 

救急救命士学科の皆さん 
            

次回第４回は、９月２日(水)の恵庭市主催防災訓練に参加する方向で検討しています。 

第３回 役員会 

第３回 地震対策隊研修会 

 

ネットワーク夢ハートだより 
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５月３１日(土)、北町内会第１回パークゴルフ大会が恵庭中央ＰＧ場にて開催されました。 

 ２８名(男性２２名、女性６名)の参加者が７組に別れ、日頃の腕前を競い合いました。 

 結果は以下のとおりです。  
 

男子優勝 林  吉明さん（２丁目） 

〃 ２位 吉田 大洋さん（１丁目） 

〃 ３位 飛塚 周一さん（２丁目） 
 

女子優勝 立花ハル子さん（１丁目） 

〃 ２位 今野 慶子さん（６丁目） 

〃 ３位 瀬川 勝代さん（５丁目） 
 
 おめでとうございます。 
 

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

7 / 1（水） 

  〃   10:30~ 

「北町内会だより」発行 

陶芸教室 

 

北会館 

 

女性部 

/ 4（土）12:00~ 西町内会親睦交流会 中央公園多目的広場 会長 

 / 8（水）10:00~ 

  〃  13:00~ 

恵庭市戦没者慰霊式 

親睦交流会賞品仕分作業 

市民会館 

北会館 

会長 

 / 9（木） 9:30~ 恵中・旭小から用具借用 北会館  

/11 (土) ~ 20 (月) 夏の交通安全運動  防犯交通部 

/11（土）10:30~ 第 24 回親睦交流会 冒険広場  

/12（日）10:30~ 〃    雨天予備日 冒険広場  

/18（土）13:00~ 

〃  19:00~ 

町内会費(後期)の納付（１日目） 

町連すずらん踊り講習会 

北会館 

恵み野中学校体育館 

会計部 

 

/19（日）13:00~ 町内会費(後期)の納付（２日目） 北会館 会計部 

/21（火）18:30~ ７月度総務部会 北会館  

/24（金）18:30~ ７月度四役会議 北会館  

/25（土） 8:00~ 

  〃  13:00~ 

第２回パークゴルフ大会 

第 37 回シネマサロン 

中央ＰＧ場 

北会館 

体育部 

ネットワーク夢 

/26（日）10:30~ 恵み野夏祭り（すずらん踊り） 西会館集合  

 

◎ お悔やみ申し上げます 

    本間 ミツ 様 平成 27年 6月 4日ご逝去 89歳 北 7丁目  

    松浦  博  様 平成 27年 6月 10日ご逝去 84歳 北 1丁目 

    畠中 綾子 様 平成 27年 6月 21日ご逝去 54歳 北 2丁目  

    守屋 孝子 様 平成 27年 6月 24日ご逝去 72歳 北 3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 

第１回 パークゴルフ大会 


