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 日本列島各地が雪害に苦しんでいる今年の冬。 幸い恵庭は雪が少なく、除雪で筋肉痛に

なることはない代わり、冬場の筋力アップも出来なくて残念と思っていた途端、やはり冬将軍

がやって来ました。 降雪量も平年並みに戻り、２月３月は例年湿ったドカ雪が降る実績がある

だけに油断はなりません。 いずれにしても被害を少なくして春の訪れを待ちたいものですね。 

 ところで、昨年新しい乗組員とともに船出した恵み野北丸ですが、時々右に左にと揺れなが

ら何とか目的地に帰港できました。 これすべて会員の皆様の温かいお心とご協力のおかげと、 

厚くお礼申し上げます。 

 1 月の回覧版 「北町内会だより」 でウマ年のダジャレを書きましたが、今年は未年。 この

未は中国暦法によるもので、１２の獣をあてて８番目が未となり、時刻や方角の名称とされてい

ます。 羊は１万年も前からの家畜で、世界に３,０００種以上１１億頭もが飼育されており、なん

とウシ科の哺乳類なのですね。 ですから一見ボーッとしているように見えますが、単独行動

が嫌いで仲間と群れを作り、脳波を調べますと５０頭ほどの記憶識別が出来るほどのチームワ

ーク。 草食一本で、落ちた種をしっかり踏んで植えつけ、立派な牧草地に育てて、ふんも肥

料の元になり、「黄金のひづめを持つ動物」と言われています。 さらに高品質の毛皮から食

用肉と自らのすべてを人類や自然界に捧げている、まったく素晴らしい動物と感謝しなけれ

ばなりませんね。 

 今年は戦後７０年。 阪神大震災やサリン事件が２０年。 春の地方統一選挙、秋の国勢調

査そして沖縄、憲法、テロ、アベノミクスなど、日本の国柄に何か方向づけの予感が．．．．。

風見鶏にならないよう何事も羊雲から大きく視界を広げて行動する心を養いたいものです。 

 北町内会も歴史を刻んで、来年には創立３０周年の節目となります。 そこで今月の回覧で

記念事業実行委員会の委員募集をお知らせしています。 〆切りのあと正式に委員会を発足、

式典や事業の細目計画を審議し、４月以後準備スタートしたいと考えています。 会員の皆様、

ぜひ記念事業計画に参画して頂きますようお願い申し上げます。 

 昨年のスローガン、「ゆるやかな絆」 は今年も同じで、町内会のあり方、防災、福祉など大

切な課題をみんなで話し合い、一歩ずつ前進したいと思っています。 前途洋洋、飛翔する

一年にしましょう。 

「一期一会、一日生涯、絆の共助」、今年の誓いです。 

 

                           

新年を迎えて(会長挨拶) 

「 一期一会、一日生涯、絆の共助 」 



 

 
 

 

リーダー 山田 利喜夫 
 
新年のお祝いを申し上げます。 今年、ネットワーク夢では通年事業のほか世代を超えて 

会員の皆様に楽しんで頂ける企画を、一つでも多くお届けできるようハート一同努力しま
すので、応援よろしくお願いいたします。 
 
■ 【第 32回 シネマサロン】 ２月２８日(土) 13:00～ 於：恵み野北会館 

     上映作品は、昨年末１０４歳で亡くなったアカデミー賞連続受賞者、アメリカ 
の大女優ルイゼ・ライナーを追悼して、農婦を演じ中国の大地で苦難と試練を 
乗り越える夫婦の絆を描いた、パール・バック原作「大地」です。  

どうぞお出かけ下さい。 
 
〈 今月の朗報 〉 
 

◇ 第２４回全日本少年フットサル大会に、恵庭市では初めて北海道代表として出場した恵
み野サッカースポーツ少年団が、予選リーグ２勝のあとまさかの大逆転負けで１敗を喫し、
惜しくも決勝トーナメント進出を逃しました。 田鎖君、小平君。 この無念をぜひ今後に
生かして下さい。 
なお、北町内会からお祝い金３万円を贈りました。 
 

◇ ２６年度恵庭市民憲章作文発表会の優秀賞１０人の一人に山本真衣さん(２丁目、恵み野
中１年)、入選２０人の一人に熊谷菜々夏さん(７丁目、恵み野中１年)が選ばれました。 
主旨を理解し、自分の思いをよく文章にまとめられました。 
熊谷さんはさらに千歳習字教育連盟の新年席書大会で、最高の理事長賞を受賞されま

した。 
 

◇ ２６年度恵庭市青少年表彰団体活動個人の部で、石山樹野さん(５丁目、恵み野中３年)
がシニアサークルつくしの会会長の活躍で表彰。 また、石山さんは第３４回全国中学生
作文コンテスト札幌地方大会で奨励賞も受賞されました。 
 

◇ 第１８回ＮＢＡ全国バレエコンクール中学女子３年の部で、藤原美帆さん(７丁目、札幌藤
女子中)が初出場、「第５位の４」の入賞でした。 
 

◇ ２６年度交通安全ファミリー作文に、毎朝の交通指導の体験を綴って応募した渡辺三好
会長(２丁目)が佳作(内閣府政策統括官賞)５人の一人に選ばれました！ 
 

みなさん、日頃の努力の結晶です。おめでとうございました。 
 

 

北町内会会員の皆様で、会館を利用されたい方は、下記までお申し込み下さい。  

（ 総務副部長 山田 ） 

◎ 北会館活動サークルの紹介 

☆月曜日 整美体操「スマイル」   １０：００～１2：００ （ 武末 ） 

                  囲碁サークル      １４：００～１７：００  （ 川口 ） 

☆木曜日 ストレッチ教室        １０：００～１２：００  （ 松岡 ） 

                  いきいき百歳体操    １３：0０～１５：００   （ 中尾 ） 

☆金曜日 健康美体操       １０：００～１１：３０   （ 菅原 ） 

☆土曜日 書道クラブ        １０：００～１２：００  （ 中村 ） 
 

 

ネットワーク夢ハートだより 



 

 

 

 

※ 日程は変更となることがあります。 
 
２月 第１回研修会       （地震対策隊） 
 
３月 春の子どもレクリエーション（青少年育成部） 

３月 ボランティア調整会議   （女性部） 

３月 恵望園ボランティア    （女性部） 

３月 歌って笑ってさんぽ道   （ネットワーク夢） 
 
４月 新入学児童に対するお祝い品（文化厚生部） 

４月 春の健康ウォーキング   （体育部） 

４月 第２回研修会       （地震対策隊） 

４月 健康学習会        （ネットワーク夢） 
      
５月 春の一斉清掃       （環境衛生部） 

５月 お花のお届け       （福祉部）  

５月 第１回パークゴルフ大会  （体育部）  

５月 さわやかウォーキング   （ネットワーク夢） 
 
６月 講習会          （女性部）  

６月 恵望園ボランティア    （女性部） 

６月 第３回研修会       （地震対策隊） 

６月 楽遊会          （ネットワーク夢） 
 
７月 北町内会親睦交流会    （全役員） 

７月 第２回パークゴルフ大会  （体育部） 

７月末～８月上 ラジオ体操   （体育部） 

８月 ３町連夏の子ども一日バス旅行（青少年育成部） 

８月 第４回研修会       （地震対策隊） 
 
９月 秋の一斉清掃       （環境衛生部） 

９月 敬老祝い品のお届け    （福祉部）  

９月 第３回パークゴルフ大会  （体育部） 

９月 恵み野４町連親睦パークゴルフ大会（体育部） 

９月 恵望園ボランティア    （女性部） 

９月 恵み野町連防災訓練    （地震対策隊） 

９月 健康学習会        （ネットワーク夢） 
  
１０月 囲碁・将棋大会      （文化厚生部） 

１０月 秋の健康ウォーキング   （体育部） 

１０月 研修旅行         （女性部） 

１０月 第５回研修会       （地震対策隊） 

１０月 歌って笑ってさんぽ道   （ネットワーク夢） 

１０月 さわやかウォーキング   （ネットワーク夢） 
 
１１月 作品展          （文化厚生部）  

１１月 講習会（望年会）     （女性部） 

１１月 楽遊会          （ネットワーク夢） 
 
１２月 冬の子どもレクリエーション（青少年育成部） 

１２月 恵望園ボランティア    （女性部） 

１２月 第６回研修会       （地震対策隊） 

１２月 東・北町内会合同年忘れもちつき大会（ネットワーク夢） 
  

平成２7年度北町内会年間行事予定 



 

 

 

 
平成２７年度第１回役員会が、1月１８日（日）13：30より北町内会館において、四役、各専門部の

正・副部長、監査役及び区長の出席で行われ、今年の活動がスタートとなりました。 

新区長さんの役割の説明を中心に、予定どおり終了しました。 

主な議事及び連絡事項は次のとおりです。 
 

（１） 恵み野北町内会主要事業計画       （５） 恵み野北会館の使用方法 

（２） 区長と班長の業務               （６） 道町連共済のご案内 

（３） 回覧文書及び回収文書の作成と取扱い  （７） 災害時要援護者制度導入推進について 

（４） 四役の業務分担 
 

   
 
 

◎ 赤ちゃん誕生       坂井 智雄 様  長男 航くん 
       おめでとう          平成 26 年 11月 28 日生まれ 2丁目 

◎ 新会員のご紹介      中島  剛 様   平成 27 年 1 月 22 日入会  4 丁目 

        伊藤 勇二 様 (ｶﾞｰﾃﾞﾝ歯科)    〃  入会  6 丁目 
 

◎ 今月の町内会の動き 
月 日（曜）時間 内  容 場  所 摘  要 

2/ 1(日) 広報紙「きずな」７８号発行   

/13(金) 18:30~ ２月度総務部会 北会館 総務部 

/14(土) 13:00 

/15(日)  ~15:00 

 

町内会費前期分納入日 

 

北会館 

 

会計部 

/22(日) 13:00~ 

14:00~ 

    終了後 

北町内会あり方検討会 

第１回地震対策隊研修会 

２月度四役会議 

北会館 

同上 

同上 

四役、専門部長他 

地震対策隊 

四役 

 /28(土) 13:00~ 第３２回シネマサロン 「大地」 北会館 ネットワーク夢 
 
 

◎ 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) 

 

 
編集部 

からの 

お願い 

第１回 北町内会役員会 


