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                       環境衛生部長 早川 剛志 

副部長 北上  慎 
 

 ９月１３日（日）に予定していた「秋の町内一斉清掃」が雨天の

ため順延となり、９月２３日（水・祝）朝７時から実施しました。 

当日は、順延のせいもあり参加者が少なかったものの、青空の

もと３５７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、めぐみの森公園周辺の除草作業を重点的にお願いし

たところ、多くの方々にお集まりいただき、とてもきれいになり

ました。 本年も一斉清掃へのご協力、ありがとうございました。 

      

      

 

 

 
 
９月２０日（日）８：３０から、北むつみ会による北町内会館清掃が行われました。 ３０名の会員の 

皆様により、おもに窓ガラスを中心にきれいにしていただきました。 ありがとうございました。 
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会長 渡邉 三好  
 
 猛暑の夏のあと秋の長雨がつづく中、東日本大震災から 4年半が過ぎました。福島原発の惨事は「安全の

思いこみが事故の原因」とのＩＡＥＡの最終報告書が発表されたり、町ぐるみ避難していた福島楢葉町が初

めての全面避難解除、南相馬町の汚染土仮置き場の一部返還など、少しづつ変化の兆しが見られるものの、

現実は楢葉に帰る町民はたったの 1割で、買い物や医療面など生活に直結する課題の解決は、まだまだ程遠

いものとなっています。 

 そんな矢先、大型の台風崩れに、余り耳慣れない「線状降水帯」といわれるゲリラ豪雨が局所的に降り続

ける現象が、北関東と東北南部に集中しました。 中でも茨城の常総市では、堤防の決壊や越水が見る間に

市街地に拡散し、あの大津波被害を思えば規模はそんなに大きくないのに、意外に後遺症が残り、いまだに

多くの市民が仮設住まいを余儀なくされ、全国からのボランティアの皆様の手を借りながら復旧作業が続け

られています。 また、今回は気象に関する技術の進歩が進む中で、警報発令の判断ミスによる避難指示の

遅れや、肝心のメール配信の怠りなど、最後の頼みとする公助の面で不十分なところが目立ちました。 そ

のうえ、小規模の街では行政でもどうしようもない救援体制の不備不足も露呈しました。 

全国どこでも起こり得るこうした自然災害に備えて、さらなる自助、共助のきめこまやかなネットワーク

の組み立てを、共通の課題として私たち恵み野地区でもさらに知恵を出してゆく必要性を痛感しています。 
 
◇ “恵庭市総合防災訓練”実施 ･･･ そうしたなか、5年ごとの市全体の防災訓練が、9月 2日、北海道 

文教大学や社協ボランティアセンターを会場に開催され、北町内会からは１３名が参加しました。  

残念ながら降りしきる雨のため、プログラムがかなり短縮されてしまいましたが、逆に雨中での訓練 

となって、より緊張した臨場感を体験することができました。 

   

※ホームページに写真を多数掲載しています。 どうぞご覧下さい。 
 

◇ 防災訓練ツアー ･･･ 先月募集しました 10月 17日(土)の「札幌市民防災センター見学」には、地震対 

策隊員の他に、お子さんの参加もあり嬉しく思います。 当日の貸切バスツアーは、サッポロビール園 

での昼食もあり、総員３９名で有意義な一日を送りたいと思います。 
 

◇ 北 5丁目で宅地造成計画 ･･･ 一部新聞により報道もありましたので、ご存知の方も多いかと思いま 

 すが、8月末に恵庭市財政部から町内会に基本的な計画説明がありました。 それによりますと長い間 

空き地になっている 5丁目「雇用促進住宅」北側の市有地のうち、市振興公社所有のおよそ 1.9ヘクタ 

ールを市が改めて取得。 約 70区画、宅地造成して、２０１７年から分譲を始めるプランです。 

   9月 4日に市議会総務文教常任委員会で正式説明が行われ、このあと第 4回定例市議会で議決承認さ 

れればスタートになります。 市の説明では、現在の 6丁目(研究村通り・ブレスガーデン)のように 

ブロック塀の高さ制限やガレージの位置など、美観を損なわない街並みと移住定住促進策活用として、 

次世代の若年層をターゲットとする夢企画とし、公募によるプロポーザル方式でより具体案を持つ開発 

事業者を募集、来年 2月にも最終決定とのこと。 

  恵み野地区は、恵み野東のイーストガーデンやＪＲ恵み野駅西口の里美地区新設による複合施設を含 

む住宅街と、いずれも好調な売れ行きを見せており、北町内会エリアでの分譲が始まれば、恵庭市全 

体でも一番活性化した賑わいの地区の姿が想像できます。 

  なお、南側の雇用促進住宅 3棟は、平成 32年春には閉棟が決まっており、さらに開発の夢が広がる 

ことになります。 

北町内会の夢が広がる 5丁目に 70区画 2年後分譲へ 
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リーダー 山田 利喜夫 
 

敬老の日にお彼岸をはさんだ大型連休 5日間。 今年のシルバーウィーク、お元気でしたか。 

長寿国にっぽん。 100歳以上の方が初めて 6万人の大台を超えて全国 61,567人。 87パーセントが女性。 

北海道は昨年より 112人増えて 2,830人。 やはり女性が 2,404人と男性を圧倒しています。 

恵庭市では今年度中に 116人となり、こちらも女性が倍。 最高齢は 105歳です。 
 

平均寿命は男女ともに世界一を誇る日本ですが、大事なことは自分でその日の行動が安全にできる健康

寿命の年齢をいかに維持し、伸ばせるかということです。 

北町内会では、今年これまでに例年を大きく上回る１８名さまがご逝去され、しかも４０代から６０代の方が

６名という、悲しいお別れとなっています。 

早期発見、初期治療。 何よりも予防が未病につながります。 くれぐれもご自愛下さいまして、快適な秋を

満喫していきましょう。 
 
＜今月の企画＞ 
 
◆「歌って笑ってさんぽ道」  18日(日) 13:00 於：Jikeiれすとらん 

        ・詳しいことは、別紙回覧をご覧の上、どなたでもお出かけください。 
 
◆ 第 40回シネマサロン     24日(土) 13:00 於：恵み野北会館 

        ・スウィング王「ベニイ・グッドマン物語」を上映します。 どなたでもどうぞ。 
 
＜今月の朗報＞ 
 
☺ 第 100回二紀展絵画の部で、中 三保子さん(2丁目)が昨年につづいて入選。おめでとうございます。 

☺ 恵庭ライオンズ旗少年野球で、恵み野ロイヤルズ(但し 4年生以下)は決勝戦で北広島の北の台カー 

 プＪｒに 2－0で敗れ、頂点はあと一歩でした。 おつかれさま、明日があるよ！ 
 
 

 

 

 “秋を歩こう”をテーマに、９月１６日(水)、健康ウォーキングを行いました。 

昨秋の雨にたたられ中止という苦い思い出を吹き飛ばす好天に恵まれ、１２名の方々が参加

されました。２名の新しい参加者にも大変好評で、楽しい時間を過ごすことが出来ました。 

恵庭市内の他の町内会は、ノルディック・ウォーキングをどこも行っていないことがわかり、

来年にむけて更なる楽しみが増えました。 

   
※ホームページに写真を多数掲載しています。 どうぞご覧下さい 

 

◎ 福祉部だより 
 

北町内会では毎年 75歳以上の方に、市と町内会からのお祝い品と 

「福祉便り」をお届けしており、今年は３３３名様のお宅を福祉部 

全員でお訪ねし、祝福とともに安否を確認させて頂きました。  

これからも、どうぞお元気でお過ごし下さい。   
 

ネットワーク夢ハートだより 

健康学習会 “秋を歩こう” 
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◎ 体育部だより 
９月６日(日)、第３回パークゴルフ大会が開催され、秋晴れの空の下、参加者の皆さん 

(男子２５名、女子９名、役員２名)の多くが好スコアを出されておりました。 

この後、場所を「Jikeiれすとらん」に移し、表彰式・懇親会が行われました。 
 
  成績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（１０６）  女子優勝 瀬川 勝代さん（１０１） 

〃 ２位 藤江 惇普さん（１０６）   〃 ２位 今野 慶子さん（１１０） 

〃 ３位 吉田 大洋さん（１０７）   〃 ３位 井口トモ子さん（１１９） 

〃 ４位 林  吉明さん（１０７）   〃 ４位 佐々木逸子さん（１２１） 

〃 ５位 松村 正人さん（１０８）   〃 ５位 谷口 尚子さん（１２２） 
 
◎ 女性部だより 

恒例の恵望園ボランティア活動を、９月１５日(火) 行いました。 

今回は４名が参加し、お手伝いさせていただきました。 

◎ 今月の町内会の動き 
月 日（曜）時間 内  容 場  所 摘  要 

10/ 1（木） 回覧版「町内会だより」10月号発行   

 / 2（金） 7:30~ 女性部研修旅行 帯広方面 女性部 

 / 3（土） 8:25~ 恵み野中学校文化祭 恵み野中学校 会長 

  / 4（日）18:00~ 役員選考委員会 北会館  

 / 6（火）14:00~ 市民活動センター運営協議会会員会議 まなび館 会長 

/11（日）13:30~ 第１回部長会 北会館 四役、専門部長 

 /17（土） 8:30~ 地震対策隊研修会バスツアー 札幌市民防災センター 地震対策隊員、会員 

 /18（日）13:00~ 第２回「歌って笑ってさんぽ道」 Jikeiれすとらん ネットワーク夢 

/20（火）18:30~ 総務部会 北会館  

 /24（土）13:00~ 第４０回シネマサロン 北会館 ネットワーク夢 

/25（日） 9:00~ 

18:30~ 

囲碁大会 

四役会議 

北会館 

北会館 

文化厚生部 

/29（木）18:30~ 社協地域福祉懇談会 恵み野会館 会長 

 /31（土） 9:00~ 恵み野旭小学校学芸発表会 旭小学校体育館 会長、山田 
 

【 お悔やみ申し上げます 】 

鈴木 末
すえ

實
み

 様 ８月３１日ご逝去（８９歳） 北１丁目 

木村 正光 様 ８月２６日ご逝去（７５歳） 北７丁目 

木村 近枝 様 ９月 １日ご逝去（８１歳） 北２丁目 
 
 
◎ 北町内会３０周年記念事業の一つとして、 広報誌 「絆(きずな)」と「北町内会だより」 の 

過去号をホームページにて公開しております。 

しかし、「絆(きずな)」の 第２号 及び 第３号 (共に 1996年発行)が発見できておりません。 

もしお手元にございましたら、 コピーさせていただきたく、 ご連絡をお待ちしています。 

       ( 担当 平山 )  
 
 

◎ 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 平山 ) 

 

 
編集部 

からの 

お願い 


