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                       環境衛生部長 早川 剛志 

副部長 北上  慎 
 

９月４日（日）、「秋の町内一斉清掃」を朝７時から実施しました。 

当日は４１１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。

親子で参加する姿も見られるなど、多くの会員の皆さんにより、町内の道路がとてもきれいに 

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。 

   

   
 
■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 

｜               北むつみ会・・・清掃ボランティア | 
 
｜  ９月２０日（火）８：３０から、北むつみ会の北町内会館清掃が行われました。 ２８名の会員に | 

｜  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。 | 

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■ 

 

「町内会役員を公募します」     役員選考委員長 長嶋 健司 

役員選考委員会からのお知らせです。 

役員選考委員会では、次期(任期２年)役員希望者を 

広く公募することとなりました。 

自薦・他薦を問いません。 

希望または推薦される方は、下記まで連絡をお願い 

いたします。 

総務部長(北川 36-6843) 
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会長 渡邉 三好  
 

 “ 好事魔多し（町内会で事故） 明日はわが身、絆の強さも･･･ ” 

 「天高く馬肥ゆ」秋を形容するおなじみのことわざですが、語源は中国の漢書にあり、「油断なく警戒せ

よ」という意味で、詩人のＴ・ショエルも「それから１０月はちくちく肌を刺す冷たい風とともに現れ、草

を枯らし、樹々を裸にする」と厳しい冬へ心の備えを示唆しています。 

 ところで、先月のあいさつでも書きました猛暑と台風大雨の連鎖に悩まされた日本列島。 月が変わって

もまだまだ多くの方が被害の後始末に苦労の日々がつづくことと思います。 幸い恵庭市は、病難･水難どち

らの難儀にあうこともなく、夏場の催事の殆んどが予定通り実施されました。 北町内会も親睦交流会を 

初め、すずらん踊り・盆踊り、また女性部や青少年育成部のバスツアーなど、それぞれ参加された会員の皆

さんが親睦の絆を深められました。  

 しかし「好事魔多し」。 ９月４日に２丁目で車の事故により消火栓倒壊、９月１１日には１丁目で住宅火

災発生。 どちらも水の濁りや断水となり、１丁目および２丁目の皆様にご心配・ご迷惑をおかけしました。

消防・警察・市など関係者のご努力で大きな被害にならなかったこと、心より感謝申し上げます。 

 また、恵み野会館に給水所が設けられましたが、独居の方やご病気の方に近くの方が暖かい手を差し伸べ

られたことがわかりました。 そして援けた方が、今回の事故で改めて水の大切さと備蓄の必要性を確認し、

生きた災害訓練になった、と語られたことが強く胸に残りました。 本当に「明日はわが身｣、どうか「向こ

う三軒両隣り・絆の強さ｣をさらに深めて下さいますよう、全会員の皆様にお願い申し上げます。 

 
 

リーダー 山田 利喜夫 
 

５０回目を記念したシネマサロンは、フランク･シナトラの５作品から投票で「黄金の腕」が第１位となり、無事

上映を終わりました。 当日はコミュ紙の「ちゃんと」さんに取材して頂き、９月９日第５２３号でデッカク掲載され、

恵庭市･千歳市の多くの皆さんにも紹介できました。 

１０月は後半に３つの催しがあります。 １９日(水) 「楽遊会」、 ２２日(土) 「第５２回シネマサロン」、 そして 

３０日（日） 東日本大震災復興支援「土田英順 チェロチャリティーコンサート」。 どれも素晴らしい内容です。 

別添回覧をよくご覧下さい。 そして大勢の皆様、どうぞお出かけ下さいますようお待ちしています。 
 
＜今月の朗報＞ 
 
☺ 野球の第 22回ライオンズ旗大会準決勝で、恵み野ロイヤルズは優勝した岩見沢美園チームに 4－8 
と善戦の末、敗れました。 

☺ 新潟で行われた第 37回マスターズ陸上選手権で、喜多昌幸さん(2丁目)が 75歳から 79歳の 400m・ 

 800ｍでともに第 3位、1,500mで第 4位の好成績を収められました。 

☺ 第 6回小学生ふるさと景観絵画コンクールで、泉歩さん(6丁目、旭小 6年)が優秀賞に選ばれました。 
 

皆さんのご活躍に拍手をおくりましょう。 

 

◎ 地震対策隊からお知らせ 

北町内会ではＲＢＰ(リサーチビジネスパーク)と災害時の施設使用について協定書を交わして 

いましたが、９月１日に恵庭市とＲＢＰとにおいて災害時避難所応急治療所開設で協定が締結さ 

れたので、町内会では同趣旨の重複を避けるため、同日付でＲＢＰと合意し解約いたしました。 

 災害発生時には恵庭市が主導されますので、ご安心下さい。 
 

◎ 北５丁目「ノースガーデン」 宅地造成完了まで１ヶ月 

新しい街づくりの工事は、雨水･汚水管敷設のためのペリカン公園南北道路通行止も先月無事に 

   終わり、工期３ヶ月の３分の２が終了。 モデルハウスも数棟建てられ、移住･定住を夢見る人々 

   にふさわしいプランが提供されつつあります。  

大きな工事はあと僅かですので、どうぞ暖かく見守って下さい。 

 

北町内会創立３０周年 「添う心、つよい絆、つなぐ夢」 
・第１１弾 １０月３０日(日) 東日本大震災復興支援 

                     「土田英順チェロチャリティーコンサート」 

ネットワーク夢ハートだより 
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                            青少年育成部長  堀 昭 
 
９月４日(日)曇天模様の中、親子・子供・役員２８名

を乗せて登別伊達時代村へ出発しました。 

 バスの中では、町内会から頂いたおやつを食べ、期待

に胸を膨らませて、声高らかに話し込む子供の熱気でい

っぱいでした。 

 １０：００ 登別伊達時代村に到着。 通行手形を手に

入村。 「おニャンコ寺」「妖怪びっくり小屋」｢忍者怪々

迷路｣を楽しみ、「忍者砦」を観劇。 生で見るアクション

に感激ひとしきり。 昼食後は、観劇グループと時代村を

フリーで回るグループに分かれ、それぞれ伊達時代村を

満喫することができました。 

 家族へのおみやげを買い、帰りのバスの中でも元気い

っぱいの参加者たち。 最後まで笑い声と話し声がバスの中に響いていました。  

充実した北町内会３０周年記念のバス旅行ができました。 

+ 

 

                              
９月７日(水)、１２名が参加して恒例の健康学習会“秋を歩こう”を実施しました。 

今回は恵庭市が実施している健康チャレンジ･スタンプラリーに参加を決め、血圧測定･準備体操のあと、

北町内会館を出発して恵み野中央公園内の、ふだん市民の方々が散歩されていないコースを選んでウォーキ

ング。 道の駅向かい中島公園の整備されたランニングコース８００メートルをゆっくり周回。 さわやかな

風と秋の前触れを感じる花、池の鯉や食べられないきのこなどを発見したりして、しばし童心に戻りました。 

途中、図書館本館や保健センターに立ち寄り、スタンプラリーカードに３つのスタンプ押しをしてオリジ

ナル缶バッジを貰い、少し得した気分になりました。 

保健センターの桑原・福井保健師さん、いつもありがとうございます。 これからもよろしく。 
 

   
  
 

                             体育部長 樫本 睦夫 
 
９月１１日(日)、北町内会第３回パークゴルフ大会が、２９名(男性２２名、女性７名)の会員が参加され、

恵庭中央ＰＧ場にて開催されました。 

 当日は絶好のパークゴルフ日和となり、ホールインワンが３回も出るなど好プレーが続出でした。 

結果は以下のとおりです。 おめでとうございました。 
 

男子優勝 梅原 将司さん（１丁目）   女子優勝 今野 慶子さん（６丁目） 

〃 ２位 林  吉明さん（２丁目）    〃 ２位 瀬川 勝代さん（５丁目） 

〃 ３位 佐々木正雄さん（３丁目）    〃 ３位 立花ハル子さん（１丁目）  

   

- ネットワーク夢 - 健康学習会 “秋を歩こう” 

第３回 パークゴルフ大会 

青少年育成部バス旅行 
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                             福祉部長  本間 孝一  
福祉部では、ご長寿のお祝いとして町内に在住する７５歳以上の方に「敬老お祝い品」を９月１０日（土）

～１８日（日）にお届けしました。 本年中に７５歳になる方も含め対象者は３４４名でした。 

期間中、該当するお宅２６１軒を各丁目担当副部長がそれぞれ訪問して、「お祝い品」と「福祉便り」を

お渡ししながら近況も確認させていただきました。 

また、該当者が入院中や施設入所の方には、ご家族にお祝い品を託しました。 

   
２丁目 高澤ノブさん       ４丁目 熊谷 毅さん、千恵さん      ７丁目 井口トモ子さん  

 

◎ 女性部だより  恒例の恵望園ボランティア活動を、９月１４日(水) 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（土） 

〃   8:25~ 

回覧版「町内会だより」10 月号発行 

恵み野中学校第 28 回文化祭 

 

恵み野中学校 

 

会長 

  / 9（日）13:30~ 部長会 北町内会館 四役・部長・同副部長 

 /10（月）14:00~ 市民憲章と歩む市民の集い 市民会館 会長 

/12（水）13:30~ 社協第２回評議員会 福祉会館 会長 

/19（水）14:00~ 楽遊会 北町内会館 ネットワーク夢 

/21（金）18:30~ 10 月度総務部会 北町内会館 総務部 

/22（土）13:00~ 第 52 回シネマサロン 「魚影の群れ」鑑賞 北町内会館 ネットワーク夢 

/23（日） 7:45~ 地震対策隊研修ツアー/洞爺湖ジオパーク 洞爺湖 地震対策隊 

/25（火）18:30~ 10 月度四役会議 北町内会館 総務部 

/30（日） 9:30~ 

〃   13:30~ 

囲碁大会 

土田英順チェロ演奏会 

北町内会館 

恵み野会館 

文化厚生部 

ネットワーク夢 

 

◎ 新会員のご紹介      上口 花
か

純
すみ

 様 9月 1日入会    北 6丁目 

◎ お悔やみ申し上げます  伊藤きくの様 9月 9日ご逝去  97歳 北 1丁目 

 原田彌枝子様 9月 21日ご逝去  91歳  北 6丁目 
 
 

「集団資源回収」ご協力のお願い     環境衛生部 

１０月は  １８日(火) ⇒ 北６・７丁目  １９日(水) ⇒ 北１・２丁目 

２０日(木) ⇒ 北３・４・５丁目 
 

※ 詳しくは、お配りしたチラシ（ホームページにも掲載）をご覧ください。  
 

 

◎ 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。 

◎ 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。 

◎ 北会館にはＦＡＸがあります（３７－７８００）。 ご利用下さい。   ( 編集担当 平山 ) 

“敬老お祝い品”のお届け 

編集部 
からの 
お願い 

 


