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２月２１日（日）開催の第１回地震対策隊研修会にて、今年度の「見回り活動」 

について検討致しました。 

昨年の実施経験を生かして以下のような内容（案）となっていますが、今後 

活動しながら充実させていきたいと考えています。 

皆様からもご意見をお寄せください。 

 

丁目 活動ｽｹｼﾞｭｰﾙ／時間帯 活動内容 活動人員 集合場所 他活動との連動／要望･課題 

１丁目 

月１回、水曜日 

○夏 18:00～ 

○冬 15:00～ 

○要支援者中心に安否確認 

○防犯活動 ①自転車盗難防止 

②車庫の施錠状態 

８名、 

２～３組 

に分ける 

おおぞら 

公園 

 

２丁目 

4月～10月 

第 2･第 4土曜日 

17:00～ 

見回り活動 

（独居宅訪問） 

 

 おおぞら 

公園東側 

福祉部と連携／ 

夏休み期間… 

子供(児童･生徒)の参加 

３丁目 
4月～11月、月１回 

最終土曜日 15:00～ 

○７５歳以上の方の安否確認 

○２丁目内の見回り 

 恵み野野 

球場ﾄｲﾚ横 

 

４丁目 

3月下旬から開始、 

曜日変わりの週１回 

○昼間 15:00～ 

○夜間 18:00～ 

声掛け、安全確認 

（独居者宅の確認） 

 

 北町内会館 ○区長さんにも 

入隊してもらう 

○実働出来るマニュアル 

を作ってもらいたい 

５丁目 

4月～11月、15:00～ 

○4,5,11月は月２回 

第 2･第 4土曜日 

○6月～10月は月 1回 

第 2土曜日 

○タイヤ等の盗難予防 

○一人暮らしの方等の 

安否確認 

○対策隊員間の情報交換 

 北町内会館 ジャンバー、腕章を配布して

ほしい 

６丁目 

4月～11月、月１回 

土曜日 or日曜日 

17:00～ 

外に居る方に声掛け 

（安否確認まではしない） 

 恵み野森 

公園 

○対策隊ジャンパー、全員に 

○チラシ配布を検討 

○隊員が少ないので、区長 

さんにも参加をよびかけ 

７丁目 19:00 or 20:00 独居者の安否確認   4/13に正式決定する 

 
 

地震対策隊 隊員募集中!! 

北町内会では、災害が起きた時の行動やその備えなどを学ぶために、地震対策隊を組織しています。 

いざという時にはなかなか必要な行動がとれないとのことから、一人でも多くの会員の方々に学んで 

いただきたいのです。 難しい内容ではありませんので、興味を持たれた方は区長までご連絡下さい。
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会長 渡邉 三好  
 「冬来りなば春遠からじ…」 私のふるさと名古屋で４日、九州福岡で７日、ともに平年より早く桜の 

第 1号開花、桜前線北上の始まりです。 恵庭の降雪も平年より 2割少なくすでに積雪ゼロで、今年の冬は

やはり暖かかった結論のようです。 ただ街を歩いて見ますと雪どけの下からいろいろなゴミが出ています。 

根雪の前はきれいだっただけに、花と緑の恵庭の看板が泣きますね。 

 さて、卒業・別れの３月の終わりに待望の北海道新幹線が開業。 ４月は新年度、入学・入社、出会いの

喜び、自然の春萌えとともに人の心も燃え、一歩前進する季節です。 
 

◎ 30 周年記念事業関係 

・ 5 月 7 日〜14 日 福祉部が 70 歳以上の方にミニダリアをお届け 

・ 5 月 15 日(日) 環境衛生部が、一斉清掃の後、ローソン北側恵み野 2 号線の植樹桝花植え 

・ 5 月 29 日(日) 11:00 恵み野会館で記念式典と祝賀会、会費 1,000 円制、ANIWAN 出演 

・ 6 月 12 日(日) 午後 恵み野中学校体育館で「フォークス」コンサート、回覧で参加者募集 

・ 7 月 9 日(土) 予備日 10 日(日) 恒例の親睦交流会、ただし参議院選投票日次第で日程変更も 

・ 8 月 27 日(土) 13:00 北会館でネットワーク夢シネマサロン 50 回記念 2 本立て上映 

・ 10 月 30 日(日) 14:00 恵み野会館で東日本大震災支援「土田英順」チェロコンサート 

・ 11 月 9 日(土)•10 日(日) 北会館で文化厚生部の作品展、特別出店やミニコンサートあり 

・ 11 月下旬 午後 恵み野旭小体育館(予定)でネットワーク夢の「北の音楽まつり」 

この他、女性部、青少年育成部のバスツアーも計画中です。さらにサプライズがあるかも！ 
 

◎ 北 5 丁目宅地造成関係 

・主体事業者 創業 53 年の郷土建設(恵庭市有明町)、村元測量設計(恵庭市戸磯)  

・分譲業者(予定) 郷土建設、キクザワ、アクト工房、セキスイハイム、ミサワホーム、土屋ホーム、 

協栄ハウス,日本ハウス、スウェーデンハウス、住建ハウス、クワザワ、国木ハウス、イワクラハウス 

・原則は高さ 10m までの戸建て住宅、自宅兼事務所及び店舗は一部 OK とする。 

・子育て･若年ファミリーや同居世帯を考慮、基本原案では 210 ㎡から 234 ㎡の 82 区画を分譲予定。 

日当たりを考慮して南北互い違い、広めの土地を外側に配置し、恵み野ブランドを継承する。 

・市議会・都市計画審議会の承認・開発許可を得たのち、今年８月から１１月までに造成工事を完了。 

モデルハウス建築のあと順次分譲。 

・工事中の近隣住宅への影響については、安全無事故を期し万全の体制を取るとの 

ことです。 なお後日、町内会に最終案が提出され、協議することになっています。 
 

◎ 特報 北町内会館にＡＥD 設置 

 災害はいつ起こるか予測不能。 不慮の事故に備え、役員会の承認を得て、セコム 

からのリースでＡＥD(自動体外式除細動器)を北町内会館に常設しました。 

 今後、いろいろな機会をとらえて大勢の方にＡＥD の操作方法を身につけて頂く 

よう、企画していきたいと考えています。 

 

「集団資源回収」ご協力のお願い     環境衛生部 

４月は  １８日(月) ⇒ 北６・７丁目  １９日(火) ⇒ 北１・２丁目 

２０日(水) ⇒ 北３・４・５丁目 

回収品目 紙製容器包装類・新聞紙・雑誌・段ボール・紙パック・空瓶・古着・アルミ缶 

※ 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。 

 

陽春４月…実りの３０年へ…宅地造成も… 
祝 北町内会創立３０周年 「添う心、つよい絆、つなぐ夢」 
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 リーダー 山田 利喜夫 
 

 道民待望の北海道新幹線が、３月２６日函館までですが開業して 1週間、大賑わいです。 夢は札幌延伸 

ですが、実現までにはまだまだ時間が必要で、夢をつないでいきたいですね。 

 さて、冬から春へと別れと出会いの季節です。 皆様の周囲でも環境が変わる方がおいででしょうね。 

人事往来、少しご紹介しましょう。 
 

 恵み野中学校校長の坂田達夫さまが定年退職され、新たに江別市中央中学校教頭の多田貴典さまが校

長として着任されます。 

 恵み野旭小学校では、教頭の大村正俊さまが西長沼小学校の新校長に転任、その後任には江別市野幌

若葉小学校教頭の市橋英雄さまが来られます。 

 また、恵み野中学校の学校評議員に北町内会福祉部副部長の恩田文恵さん(２丁目)が就任。 旭小学校

では退任の堀昭さんにかわり、育成部副部長の塩野睦美さん(１丁目)が新しく学校評議員となられます。 

 そして、今年の旭小ピカピカ 1 年生は 5７名。 北町内からは昨年より 10名少ない 19名で、ちょっぴり淋し

い気がします。 ６日入学式のあと、黄色いカバンを背に元気に仲良く登校してほしいですね。 

 なお、千歳警察署恵庭交番所長の鎌田久男さまが江別に移られ、新署長として企画本部の西村和隆さま

が着任されました。 
 

◇ 「ネットワーク夢」 ４月の行事 

❀健康学習会 ２０日(水)１０時から 「排尿トラブル」「火の用心」講話とＤＶＤ上映･･･詳しくは回覧を。 

✿第４６回シネマサロン ２３日(土)１３時から 「アラバマ物語」鑑賞 

･･･ 大勢の皆様のおいでをお待ちしています。 

＜今月の朗報＞ 

☺ 第３０回全道中学生税ポスターコンクールで、仲澤藍さん(恵み野中１年、６丁目)が、応募作品 3,576点 

から恵庭でただ一人、石狩振興局長賞を受賞しました。 

☺ 第７８回謙慎書道会展で、末永美智子さん(1 丁目)が昨年の特選につづく秀逸賞に選ばれ、４回連続の 

受賞となりました。 

☺ 恵庭市スポーツ少年団優良団員の一人に、恵み野ロイヤルズの龍前祥太郎さん(旭小６年、７丁目)が 

選ばれました。 

三人とも見事な結実、おめでとうございます。 
 

 

 

 

４月から北町内会より旭小学校に入学される１年生は、19名の予定です。 

(男子 9名、女子 10名。1丁目 2 名、2 丁目 2名、3丁目 0名、4丁目 8名、 

5丁目 3名、6丁目 4名、7 丁目 0名） 【参考：25年度 23 名、26 年度 26 名、27 年度 29名】 

北町内会としては大変喜ばしく、渡邉会長・山田総務部副部長が入学式に出席させていただきます。 

なお、入学のお祝い品をお届けいたします。 どうぞ楽しみにお待ち下さい。 
 
 

 

 
平成２７年度の「集団資源回収」の集計がまとまりましたので、報告いたします。 

皆様のご協力により、前年度より１２４，１１６円増となりました。 ありがとうございました。 
 

◎総見込額（回収額＋奨励金）      ７８３，７３９円 ＜前年実績 ６５９，６２３円＞ 

   ・資源回収見込額           ４１６，７３９円 ＜前年実績 ２９７，８２３円＞ 
 

  ・市からの年間奨励金(予定)           ３６７，０００円 ＜前年実績 ３６１，８００円＞ 
  

  ◎回収状況詳細は次ページへ 

ネットワーク夢ハートだより 

文化厚生部より お知らせ 

 

平成２７年度 資源回収状況報告 会計部 
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◎ 今月の町内会の動き 
 

月 日（曜）時間 内  容 場  所 摘  要 

4/ 1(金） 回覧版「北町内会だより」4 月号発行   

/ 1(金)～/ 6(水) 旭小学校新入学児童祝品のお届け  文化厚生部 

/ 6(水) 10;00~ 

    13:30~ 

恵み野旭小学校入学式 

恵み野中学校入学式 

恵み野旭小学校 

恵み野中学校 

会長、山田 

会長、鈴木、恩田 

/ 6(水)～/15(金) 春の全国交通安全運動  防犯交通部 

/ 8(金)  9:30~ 北むつみ会第２３回定期総会 恵み野憩の家 会長 

/ 9(土) 14:00~ 交通事故抑止大会 市民会館 岩井 

/10(日) 13:30~ 福祉部部会 北町内会館 福祉部 

/13(水) 14:30~ 

16:00~ 

地震対策隊７丁目打合せ 

恵み野町連第 1 回三役会議 

北町内会館 

南町内会館 

７丁目地震対策隊員 

 

/17(日)  9:00~ 

13:00~ 

      終了後 

春のこどもレク（北・東町内会合同） 

第 2 回地震対策隊研修会 

４月度総務部会 

旭小学校屋内体育館 

北町内会館 

北町内会館 

青少年育成部 

地震対策隊 

総務部 

 /20(水) 10:00~ 健康学習会 北町内会館 ネットワーク夢 

/22(金) 19:00~ ４月度四役会議 北町内会館 四役 

/23(土)  9:00~ 

13:00~ 

春の健康ウォーキング 

第 46 回シネマサロン 「アラバマ物語」鑑賞 

北町内会館スタート 

北町内会館 

体育部 

ネットワーク夢 

/24(日) 16:00~ 第 4 回 30 周年記念実行委員会 北町内会館 実行委員 

 

◎ 退会のご報告       遠藤 成輝 様   2月 27日退会   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 ) 

 

　○平成２７年　上期資源回収状況　（２７.４ ～ ２7.９）

新 聞 紙 雑　誌 ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ 牛乳ﾊﾟｯｸ ビ　ン アルミ缶 古　着 合　　計 新聞紙等 合　　計

上期計 154,040 9,480 28,980 1,150 471 5,000 3,120 202,241 54,539.9 56,869.9

　＊市からの上期奨励金　177,500円　< 新聞紙類54,539.9㎏×3円、雑紙2,330㎏×6円  (100円未満切捨て) >

　○平成２７年　下期資源回収状況　（２７.１０ ～ ２８.３）

新聞紙 雑　誌 ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ 牛乳ﾊﾟｯｸ ビ　ン アルミ缶 古　着 合　計 新聞紙等 合　計

１０月 24,880 1,220 4,200 155 48 800 450 31,753 8,462.2 8,802.2
１１月 26,720 1,200 4,470 200 141 700 510 33,941 9,012.9 9,482.9
１２月 30,000 2,440 5,070 175 96 800 480 39,061 10,667.4 11,347.4
１ 月 28,840 1,520 5,550 165 177 900 390 37,542 10,069.3 10,489.3
２ 月 29,280 1,420 5,250 400 135 1,200 525 38,210 10,126.5 10,466.5
３ 月 26,280 3,160 2,940 150 171 900 390 33,991 9,374.9 9,854.9

下期計 166,000 10,960 27,480 1,245 768 5,300 2,745 214,498 57,713.2 60,443.2
年 計 320,040 20,440 56,460 2,395 1,239 10,300 5,865 416,739 112,253.1 117,313.1

　＊市からの下期奨励金（予定）　189,500円 <新聞紙類57,713.2㎏×3円、雑紙2,730㎏×6円  (100円未満切捨て) >

　 <参考> 平成２６年 資源回収状況　

新聞紙 雑　誌 ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ 牛乳ﾊﾟｯｸ ビ　ン アルミ缶 古　着 合　計 新聞紙等 合　計

上期計 117,300 6,945 17,680 576 447 - 1,125 144,073 53,991.3 56,351.3
下期計 125,880 6,780 17,900 771 774 840 805 153,750 56,594.6 59,194.6
年 計 243,180 13,725 35,580 1,347 1,221 840 1,930 297,823 110,585.9 115,545.9

　＊市からの年間奨励金　361,800円　<上期 176,100円 ・下期 185,700円 >

金　　　　　　　　　　　　額　　（円） 重　　　　　 量 (㎏)
雑 紙

2,330

月
金　　　　　　　　　　　　額　　（円） 重　　　　 量 (㎏)

雑 紙

期別
金　　　　　　　　　　　　額　　（円） 重　　　　 量 (㎏)

雑 紙

340

470

680

420

340

480

2,360
2,600
4,960

2,730

5,060

編集部 
からの 
お願い 

 


