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                                 文化厚生部長 
                                    本郷 隆夫 
 
 １１月１１日(金)から１３日(日)の３日間、北町内会館にて「第１５回 北町内会作品展」が開催されました。 

 二紀展の入選作(１００号の大作)を含め、北町内会員３５名の絵画・書道・写真・手工芸品・トールペイントと、

旭小学校新入生有志の作品１６点が出品されました。 また３０周年記念として、恵庭の画家 中村哲泰氏 

(一水会会員、新道展会員)の作品３点(５０号２点、３０号１点)を賛助出品していただきました。 

 今年は、３０周年記念事業として開催日を３日間とし、パンフレットを作成。 最終日にはマンドリンコンサー

ト(７丁目久保さん他２名の演奏)を実施しました。 

合せて１７２名(昨年１０２名)と多くの方に来ていただきました。 ありがとうございました 
 

   

   

   
※ホームページに作品の写真を多数掲載しています。 どうぞご覧下さい。 

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

｜           創立３０周年記念「絆」特集号 発行！ | 
 
｜ 「絆」の町内会創立３０周年記念特集号を、平成２９年１月号として１月１５日に発行いたします。 | 

｜ 通常は「北町内会だより」ですが、発行順を入れ替えてカラー版特集号とします。 ご期待下さい。 | 

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■ 
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  会長 渡邉 三好  
 

 たしか、「１１月は全国的に暖かい」 という気象台の予報だったと思いますが、「当たるも八卦、当たらぬも…それは

天気予報」。 おっと脱線してしまいましたが、少なくとも北海道は見事に外れ、珍しく 7日の立冬から暦どおりの冬景

色に変わりました。 中でも、毎年大雪に見舞われる音威子府やぬかびら、名寄、層雲峡などの各地は、今年も積も

った雪が溶けることなくこのまま根雪として記録されることでしょう。 

 早いといえば、急過ぎた冬の雲と南の暖かい空気がぶつかり合って寒暖の差が激しく、心配されたインフルエンザ

が広く全国に蔓延、例年より８週間も早く流行期に入ったと伝えられました。 毎朝の交通安全指導で見送る子ども

たちにも、マスク姿がどんどん増えて来た感じがします。 

 「風邪は万病の元」と、昔から言い伝えがありますが、お年寄りにとって風邪がこじれて肺炎の症状が出ると、一気

に危険信号となります。 最近では、風邪の予防にはうがいをするより手洗いが大切、とする医師の提言もあります。 

ガブ飲みよりも少しの水分をこまめに補給する事が肝要で、マスクは風邪の予防よりも自分のウィルスを他人にうつさ

ないという効果だともいわれます。 

 先日病院に行った際、次から次へと患者さんが。 多くがインフルエンザの予防注射でした。 ワクチンの効果は一

ヵ月ほどあとからと言われますが、もし風邪にかかっても重症にはなりにくいとも聞いています。 ぜひ、まだの方は早

めに予防注射を済まされることをお勧めします。 

 さて、創立３０周年記念事業もいよいよ大詰めを迎え、今月の２件ですべてが終わります。 
 
⦿ １２月１７日(土) １３時 「北の夢文庫みんなの図書館」開設 

 先月の「絆」でもお知らせしましたが、“読書のまちづくり条例”を作っている恵庭市は、本来の業務とともに学校図

書館の充実、高齢者宅配本、まちじゅう図書館新設、そして指定管理者導入など住民へのサービス向上に着実な

歩みを続けていますが、地域住民との更なるふれあい・連携を広げることも運営目標の柱の一つに掲げております。 

そこで、３０周年記念として北町内会館にちいちゃな「北の夢文庫 みんなの図書館」を設けて、会員がどなたでも集

まり本とふれあい、時には読み聞かせやビデオ鑑賞、ゲームなどで楽しいひとときを過ごして頂こうと計画しました。 

 大変ありがたいことに、北５丁目ノースガーデン宅地造成工事の主体事業者郷土建設様から工事完了祝いとして

素敵な書架をプレゼントしていただきました。 また会員の皆さんからも愛読書のご提供がありましたのでオープンで

きることになりました。 

 正式の利用は年明けからで、当分は土曜・日曜の 10時から 16時までとし、その日に行事がないことが条件です。 

利用可能日を、毎月の回覧版「北町内会だより」や広報紙「絆」でお知らせします。 

なお、利用日に少しの時間でもボランティアをして頂ける方、多いほど助かります、 

ぜひご協力下さいますようお願い申し上げます。 ご一報をお待ちしています。 
 
⦿ １２月２５日(日) クリスマスの日１１時 「年忘れもちつき大会」復活開催 

 年の瀬の風物詩であるもちつき行事は、東町内会と合同で 5年間実施しましたが、 

会場難のため昨年は中止となりました。  

多くの会員さんから 「残念、寂しい、ぜひ復活を」 という声が数多くありましたので、今年３０ 

周年のお祝いに復活を計画し、会場が狭くご迷惑をかけるかとは思いますが、北町内会館で催すことになりました。 

  ご家族揃ってのお申し込みも多くあり、原田恵庭市長さんもひとつきして下さいます。 みんなで楽しいひとときを

過ごし、新しい年を迎えましょう。 
 

 北５丁目〈ノースガーデン〉工事完了 竣工式終わる  

恵庭の街のさらなる発展と、北町内会のより活性化に大きな役割となる５丁目地区整備事業の宅地造成工事は、 

３ヶ月という比較的短い工期ですべて完了し、１１月１８日１１時から現地で竣工式が行われ完成を祝いました。 

雑草だらけの空き地が大きく広く、誕生にふさわしい姿に生まれ変わりました。 町内会代表として野沢副会長と 

ともに参列し、テープカットさせて頂きましたが、主体事業者の郷土建設及び村元設計様の深いご配慮により、ご近

所の皆さんの心配や不安も安心に変わり、何より無事故で竣工の日を迎えられ、これ以上の喜びはありません。  

先の２６・２７日の両日には、協賛のハウスメーカー各社さんによるプレオープンフェアが催され、多くの人がモデ

ルハウス展示場を訪れ賑わいを見せました。 

年明けの１月７日から９日にグランドオープンとなりますが、早くも４分の１以上のご成約があり、２年後までの全８２

区画完売も夢ではないようです。 

町内会でも、新しく入居される全ての方に会員になって頂き、絆の輪を広げていきたいと思っています。  

ノースガーデン誕生、おめでとうございます。                               会長 渡邉三好 

北町内会創立３０周年 「添う心、つよい絆、つなぐ夢」 
・第１４弾 １２月１７日(土)  「北の夢文庫 みんなの図書館」開設 

・第１５弾 １２月２５日(日)  「年忘れもちつき大会」 
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リーダー 山田 利喜夫 

 ちいさい秋見つけた…途端に、大寒小寒山から小僧が飛んできた…雪の降る夜は…と歌の文句では

ありませんが、1 ヶ月以上も早い冬の訪れで師走に入りました。 

 どなたも体調管理を上手にされていますか？ 自分はもちろん、他人にも迷惑をかけるインフルエン

ザが、今年は大流行を心配するペースで広がりを見せています。 

 そして目立つのが交通事故。 中でも高齢ドライバーのハンドルミスによる突っ込み、逆走、ブレー

キとアクセルの踏み間違いなどでの死傷事故。 さらに焼死者が含まれる火災事故など全国で続発して

います。 そのうえ一年中、日本のどこかで地震がひん発したことも今年の特長です。 

 あと 1 ヶ月、悲しい出来事が起こりませんように心身引きしめて悔いのない毎日を過ごしましょう。 

第５４回シネマサロンは、１0 日(土)１３時から北町内会館で、「元禄忠臣蔵 後編」を上映します。 

≪ 今月の朗報 ≫ 

☺ 今年度恵庭市文化協会の文化振興賞１０人の個人１つの団体の中に、詩吟で長年錬磨活動を続けて 

おられる岡部重男さん(１丁目)が選ばれ表彰されました。 おめでとう。 

☺ 静岡県で行われた全日本一輪車マラソン大会ハーフ５０歳以上の部で、喜多昌幸さん(２丁目)は 

第１０位でした。 

☺ 東京での全日本エアロビック選手権北海道代表の大島莉奈さん(７丁目、北翔大)は、残念ながら 

上位入賞なりませんでした。 

☺ 夢創館で催された市民ミュージカル「コンビニブギ」のステージで、山田利喜夫さん(４丁目)と 

本間由美子さん(７丁目)の２人が大熱演。 やんやの喝采を浴びました。 皆さんお疲れ様でした。 

 

◎▽□ 東日本大震災復興支援チャリティ「土田英順チェロコンサート」大盛況 □▽○ 

 ネットワーク夢では 10 月 30 日（日）、恵み野会館にチェリスト土田英順さんをお招きしてコンサ

ートを開催、熱烈なファンら７０名が来て下さいました。 

 土田さんは毎年被災地を訪れ、チェロの名演奏で被災者の心を癒し、「子供じいたん基金」を設けて

活動されています。  

 心に沁み渡るチェロの名曲に魅了され、大震災被災地のいまのお話に感動。 またサプライズとして、

フリーアナウンサーの新谷明美さんが、震災の子どもたちの体験談から生まれた絵本の読み聞かせで、

鬼気迫る熱演に大勢の方が涙された姿が印象的でした。 

   
 愛の善意が 72,000 円も寄せられ、全額を土田さんの「子供じいたん基金」に寄託しました。 

本当にありがとうございました。 

 

 
 
 文化厚生部主催の恒例「囲碁大会」が１０月３０日(日) 

１０時から催されました。 

 今回は１０名が参加され、熱戦を展開されました。   

 結果は以下のとおりです。 おめでとうございます。 
 

優 勝 荒 拓志 初段（４丁目） ４戦全勝 

準優勝 川口徹雄  ３段（1 丁目） ３勝 1 敗 

第 3 位 野上秀夫  ２段（1 丁目） ３勝 1 敗 

 

ネットワーク夢ハートだより 

 

北町内会 囲碁大会 
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 １１月２０日(日)、北町内会館にて今年最後の役員会が開かれました。 

 今年は創立３０周年を迎えたことで、通年行事に加えて記念式典や 

記念行事などのコアイベント、そして各専門部は趣向をこらした催しを 

企画・実施したため、猫の手も借りたい一年となりました。 

 役員会ではそれぞれの成果や反省点など活発な意見交換をし、定期 

総会議案などの審議を重ねて終了しました。 議題は下記のとおりです。 

(1) 第３１回定期総会議案協議について 

(2) 各専門部実施事業成果報告と来年度事業予算要望(案) 

(3) 平成２８年度一般･特別会計決算(案)と平成２９年度一般･特別会計予算(案)について 

(4) 周年記念事業基金の積立について 

(5) ３０周年記念「もちつき大会」について 

◎ 今月の町内会の動き 
月 日（曜）時間 内  容 場  所 摘  要 

12/ 1（木） 

    10:00~ 

回覧版「北町内会だより」発行 

ノルディックウオーキング 

 

保健センター 

 

ネットワーク夢 

/ 4（日） 9:00~ 

    13:00~ 

     終了後 

冬の子どもレクリエーション 

第６回地震対策隊研修会 

１２月度総務部会 

旭小体育館 

北町内会館 

北町内会館 

青少年育成部 

地震対策隊 

 / 7（水）13:30~ 会計監査 北町内会館 会計部 

 /10（土）13:00~ 

13:30~ 

第５４回シネマサロン 

市民憲章作文発表会 

北町内会館 

市民会館 

ネットワーク夢 

北川 

 /11（日）18:00~ １２月度四役会議 北町内会館  

/13（火）15:30~ 町内会活動研究会、市理事者懇談会 市民会館 会長 

/14（水）13:00~ 定期総会資料印刷綴込み 北町内会館  

 /15（木）13:30~ 社協第３回評議員会 福祉会館 会長 

 /17（土）13:00~ 

15:30~ 

北の夢文庫「みんなの図書館」開設 

恵み野町連第３回役員会・懇親会 

北町内会館 

南町内会館 

３０周年実行委 

/18（日）13:30~ 第３１回定期総会・懇親会 恵み野会館  

/25（日）11:00~ 

     終了後 

３０周年記念「年忘れもちつき大会」 

北町内会役員反省会 

北町内会館 

北町内会館 

３０周年実行委 

12/29(木)～1/3(火) 年末年始休館 北町内会館  

 

◎ 赤ちゃん誕生おめでとう           

          北村 元明 様   長男 元人
げ ん と

くん    9月 11日生まれ  北１丁目 

高田  力 様   長女 莉乃
り の

ちゃん  10月 28日生まれ  北１丁目 

◎ 新会員のご紹介     成田 昌克 様 10月 31日入会    北 5丁目 

◎ 退会のご報告        前野 陽 様 11月 9日退会  北 7丁目 

◎ お悔やみ申し上げます  千葉わか子様 11月 12日ご逝去 77歳  北 6丁目 

 田中 正幸 様 11月 21日ご逝去 64歳  北 1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。 

◎ 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 ) 

第４回 北町内会役員会 

編集部 
からの 
お願い 

 


