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 つるべ落としのように気温が下がり、一挙に秋のモードとなってまいりました。 

さて、地震対策隊の行事の一環として取り組んでおります「北町内会研修バスツアー」の今年度の内容

が決りました。  

１０月１７日（土曜日） 「札幌市民防災センター」見学です。 
 
いつ、どこで災害が起こっても不思議ではない昨今、各種災害の模擬体験を通じて、防火・防災に関する

知識や災害時の行動を学んで行きたいと思います。 お忙しい事とは存じまずが、多くの町内会員の方が

参加下さいますようお願い申し上げます。 （最大４５名まで） 

いつもは日曜日開催ですが、１０月１８日の日曜日は既に予約で一杯とのことで、前日の１０月１７日の土曜

日に行う事になりました。 

「札幌市民防災センター」を見学するのは今回で２回目となりますが、当概施設は５つの体験コーナーを

備えており、初めて参加される方はもちろん、前回参加された方も含め、より現実に即した研修ができると

考えました。 

①地震体験コーナー   ②消火体験コーナー  ③暴風体験コーナー   ④煙避難体験コーナー 

＆⑤救急体験コーナー 

           

 

 

 
                                   
見学後はサッポロビール園にて昼食をしますが、昼食代として多少個人負担をお願い致します。 

詳細は回覧に記しましたので御一読頂き、参加を希望される方は申込み書にご記入下さい。 

ご家族での参加も歓迎です。 皆様と共に楽しく有意義な１日としたいと思います。 
 

総務部長 北川 国尋  
 

 

 

 
 

十勝スイーツ＆グルメ旅 
 
 毎年楽しみにして頂いている「女性部の旅行」。 今回は十勝の風景を見ながらのグルメ＆スイーツの旅

を企画しました。 十勝は美味しいものがたくさん有ります。 その一部だけですが、時間の許す限り、皆さん

と楽しみながら食べ歩きたいと思います。 

 年に一度のバス旅行で、「久しぶり！」と挨拶している方もいます。 時折の町内の方々のふれあいの場

になれば幸いです。  

毎年来られる方はもちろん、最近参加されていない方や初めての方など、ぜひご参加下さい。 

 詳しくは、別紙回覧にてお知らせしています。 

                                  女性部部長 荒井 智子  
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会長 渡邉 三好  
 
 猛暑日と台風、大雨が連鎖した日本の夏。 熱中症による病院搬送者の新記録、突風に土砂崩れ、海・

山での遭難など、事故災難のニュースが連日聞かれましたが、幸いにも恵庭の街では身も凍るほどの

話題は生まれず、ここまではホッと安堵の日々です。 

 恵み野町連の二大イベントも、先月号でお知らせした「夏まつりすずらん踊り」の盛況につづいて、

8月 8日(土)、9日(日)の 2夜開催された「納涼盆踊り」も、暑くもなく寒くもない絶好の日和となり、

2日間の踊り手は 576名を数えました。 これに、見る阿呆(失礼!)役の皆さんや出店の方々、恵庭岳太

鼓のメンバーなどを加えれば、おそらく 700 人以上の地域の人々がこの夏の 2 日間を楽しかった思い

出の一つとして心のアルバムに収められたことと思います。  

 なかでも、子どもの部に参加するお子さんが年ごとに増え、一緒について来て下さる若いお父さん

やお母さんの姿も大勢見られ、微笑ましくまた頼もしくも感じました。 

 一方で、第 2 部の大人の盆踊りになると、途端に数が減り、特に今まで踊りの中心となっていた各

町内会のむつみ会の皆さんが、高齢化に伴って極端に参加されなく

なり、課題とされている「夏まつりすずらん踊り」の踊り手不足と

ともに残念な現実となっています。 

 年に数日の恒例の催事です。 今後は、例えば仮装踊りで表彰し

たり、出店の増加、金魚すくいやヨーヨーといった昔なつかしい縁

日風景を実現し、特に若年層の皆さんが喜んで参加され、恵み野全

体がさらに活性化するようなプログラムをみんなで作る。そんな真

夏の夜の夢を描きたいですね。 

   

※ ホームページに写真多数掲載しています。 どうぞご覧下さい。 

 

 

「第 5期恵庭市総合計画・説明会」開催 
 

・日時  9月 8日(火) 18時 30分から 

・会場  恵み野会館 2階 集会室 
 
   恵庭市では、来年平成 28年度からスタートする第 5期総合計画の策定にあたって、「市民 

  の広場」、「市民まちづくりトーク」、「まちづくりワークショップ」など形式や対象を変えな 

がら広く市民の要望や意見を頂きました。 今回、提言された諸課題について、現在までの 

策定状況などの説明会を開催することが企画されました。 

    市民どなたでも歓迎ということです。町内会の皆様 1人でも多くご参加下さい。 
 

なお、先に提出した生活環境改善要望のうち、北 2丁目ハイテクと北 3丁目ローソンの間 

の南島松 2号線のデコボコ歩道の改修が 9月末完成予定で始まっております。 工事現場の 

作業を拝見しましたが、きっと見違えるような歩道になると思います。 

    このほかは、樹木の枝払いなどを含めて、この秋には回答される予定です。 
 
 

夏ごよみ めでたく閉じて 実りの秋へ 心新たに 

 



 3 

 
 
 
 

 

リーダー 山田 利喜夫 
 

 暑かった夏が過ぎ去ろうとしていますが、熱中症や事故など息災で乗り切られたことと思います。 

季節の変わり目もまた体調管理が大切です。十分心に留めながら一番過ごしやすいこれからを満喫

していきましょう 
 
＜今月の企画＞ 

◆「出前講座／秋を歩こう健康学習会」  16日(水) 10:00 恵み野北会館集合 

   ・恵庭市保健センター 桑原保健師さんらによる恒例の血圧・体脂肪測定のあと、 

北会館 → 郷土資料館 → 漁川沿いに道の駅 → 保健センターの周遊コースのウォーキング。   

   ・詳しいことは、別紙回覧をお読み下さい。 
 
◆ 第 39回シネマサロン 「アンネの日記」  26日(土) 13:00 於：恵み野北会館 

   ・今月は「戦争と平和を考える(4)」として、世界中の人が涙したベストセラーの映画化。 

   ・日本語吹替版を準備できると思います。 

 

＜今月の朗報＞ 

☺ 恵庭市花いっぱい文化協会第 49回花壇コンクール 

学校の部で、恵み野中学校が参加１５団体から３年 

ぶりに最優秀賞(市長賞)に輝やきました。 

「一株にボリュームがあり色がいい。全体によく 

管理されている。」と高い評価。 写真(右) 

恵み野旭小学校も緑賞(千歳民報社賞)を獲得で、 

日ごろの丹精が見事、実のなる結果となりました。  

表彰は来年３月の予定です。                   恵み野中学校花壇 (1) 

  
            恵み野旭小学校花壇                 恵み野中学校花壇 (2) 

☺ 第 32回読売書法展・漢字の北海道部門で、末永寿泉(美智子)さん(1丁目)が初の秀逸。 

☺ 第 60回記念新道展の絵画の部で、本郷隆夫さん(3丁目)が５回目、小原光昭さん(2丁目)が初の 

入選を果たされました。 皆さんの作品は 11月の町内会作品展でご覧頂くべく、計画しています。 

☺ 夏休みに卓球の団体戦全日本ホープス大会で、植田帆海さん(7丁目、旭小 5年)はベスト 16。 

北日本ホープス大会の村重花音さん(7丁目、旭小 5年)チームは惜しくも予選敗退でした。 
 

☺ 特報 ☺ 

  思い出の地、北京での世界陸上に出場した福島千里選手(北海道ハイテクＡＣ)は、23日の 100ｍ 

 予選で自身 2番目の記録となる 11秒 23で７組の３着に入り準決勝に進みましたが、残念ながら 

決勝に進むことは出来ませんでした。 

 期待の 26日の 200ｍも、インコース直線失速で予選敗退となり、すべては来年のリオ五輪に夢を 

つなぐことになりました。 
 

皆さんおめでとう そして お疲れ様でした 

ネットワーク夢ハートだより 
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10月 1日「国勢調査」実施 ご理解とご協力を 
 
  5 年ごとに行われている日本の実態を明らかにする最も基本的で重要な統計調査で、今年が丁度 5 

年目にあたり、10月 1 日、日本に住むすべての人や世帯について実施されます。 

  北町内会では、割り当てされた調査員 13 名の推薦承認をもらい総務大臣より任命されました。 

   8月 31日に打合せ会議が開かれ、テキストを基本に調査を円滑に実施できるよう勉強しました。 

  今回は、調査票の回収がこれまでの調査員による回収と郵送に加えて、新しくパソコンやスマート 

フォンからインターネットによる回答ができるようになり、より便利で簡単になります。 

今月下旬にかけて、各調査員が担当区のご家庭を一軒ごと訪問し、調査の仕方を説明し必要書類を 

お渡しいたします。調査員の多くが初めての体験となりご迷惑をおかけすることもあると思いますが、 

日本の現状を把握し、未来の国づくりの貴重な参考となる国勢調査です。 

  プライバシーは完全に守られますので、どうぞご安心下さい。 

  主なスケジュール  ・ 9月 10日〜   「インターネット回答の利用案内」の配布 

            ・ 9月 17日〜   「インターネット回答促進リーフレット」の配布 

            ・ 9月 21日〜    インターネット回答世帯の特定 

            ・ 9月 25日〜30日  調査票の配布 

            ・10月 1 日〜      調査票の回収 

            ・10月 21日、22日  調査票の提出 

  今年の国勢調査は全国で約 1億 2,800 万人、約 5,200万世帯になることが予想されます。 

  信頼の絆でぜひとも暖かいお心でご協力下さいますよう、お願い申し上げます。 
 

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

9/ 1（火） 回覧版「北町内会だより」９月号発行   
 

/ 2（水）10:30~ 
市総合防災訓練 (北川・西川・山田・木戸・ 

丹治・浅野 ６名参加、他見学） 

 

北海道文教大学 

 

地震対策隊員 

/ 6（日）12:00~ 第３回パークゴルフ大会・懇親会（17:00~） 中央ＰＧ場・Jikei 体育部 

/ 6（日）18:00~ 第１回役員選考委員会 北会館  

/ 8（火）18:30~ 第５期恵庭市総合計画説明会 恵み野会館  

/ 9（水） 8:00~ 北会館フロアーワックス掛け 北会館 山田 

/10（木）～11（金） 市町連自治活動視察研修 函館市 会長 

 /12（土）16:00~ 町連・防災組織交流会 南会館  

/13（日） 7:00~ 秋の町内一斉清掃（雨天予備日 9/23） 北町内エリア 環境衛生部 

/16（水）10:00~ 健康学習会“秋を歩こう” 北会館スタート ネットワーク夢 

/19（土）18:30~ ９月度総務部会 北会館  

/20（日） 8:30~ 北会館のガラス清掃（北むつみ会３０名） 北会館 北むつみ会 

/21（月）~30（水） 秋の交通安全運動  防犯交通部 

/25（金）18:30~ ９月度四役会議 北会館  

 /26（土）13:00~ 第３９回シネマサロン 北会館 ネットワーク夢 

/27（日） 8:00~ 町連親睦ＰＧ大会（雨天予備日 10/4） 中央ＰＧ場  

/27（日）13:30~ 福祉部会 北会館 福祉部 

 
 

◎ 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 


