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 ５月２９日（日）11:00から、「恵み野北町内会創立３０周年記念式典・祝賀会」が恵み野会館で開催

されました。 式典(約７０名出席)では、渡邉会長の式辞、来賓挨拶（恵庭市長 原田裕様、恵庭市町

内会連合会会長 野原聡様）等がありました。 また長年、恵み野北町内会の活動にご尽力いただきました

「恵み野北むつみ会」様、中村燃料設備(有)様

に対し「感謝状」を贈呈しました。 最後に、３０周

年記念事業実行委員会の鈴木委員長より謝辞

があり、終了しました。 

 12:00からの同祝賀会(約６０名出席)では、恵

み野町内会連合会会長の竹内章様よりご挨拶を

頂き、第９代会長の三上勝郎様の祝杯の発声に

より祝宴に入りました。 祝宴では、「北町内会の歩

み(ＤＶＤ)」の上映、「ＥＮＩＷＡＮＮ」によるバンド

演奏、北むつみ会様による「３０周年記念賛歌」

の発表などがあり、終始和やかな雰囲気に包まれ

ました。 最後に、３０周年記念事業実行委員長

の御礼の挨拶で祝賀会を締めくくりました。 
 

   
渡邉会長式辞            原田恵庭市長ご挨拶        野原恵庭市町連会長ご挨拶 
 

   
竹内恵み野町連会長ご挨拶       三上元会長の祝杯発声          「ENIWANN」演奏 
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恵み野北町内会創立３０周年「記念式典・祝賀会」行う！ 
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会長 渡邉 三好  
 青春の５月をうたったミルトンの名詩の一節を先月の「絆」でご紹介しましたが、一方でこんな名言も

ありました。 「人生の５月はただ一度花が咲くだけだ。二度と開くことはない。」 

 これはドイツの詩人シルレルのことばです。５月は一年の花のときであり、それが散れば夏が来ても

秋が来てももう開くことはない。それと同じように、人生の５月はその青春時代であって、それが過ぎれ

ばもう青春は永久に返って来ない。 「若い時は二度ない」と同じ意味であり、この期間を有意義に過

ごせということです。  

同じ青春を謳歌してもシルレルの言葉はもうひとつ深みを持ったものと解釈できますね。 

 さらに、「過ぎ行く時を捉えよ、時々刻々を善用せよ、人生は短き春にして人は花なり」と、イギリスの

批評家でドクターの名で敬愛されたサムエル・ジョンソンの言葉もあります。 
 
 緑蔭薫風、余花蒼天、短いからこそ一日たりとも怠惰の心は許されない。その今年の５月、北町内

会にとってまさに会史に残る 1ページとなりました。 

 まずは３０周年記念の三つの事業が終わりました。 

・ 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) 恵み野会館で記念式典と祝賀会 

詳しくは別記事で掲載していますので、お読み下さい。 
・  
 さて、６月はビックイベントが２本です。  

 北町内会の兄弟２人が友達３人と音楽の輪を作り、

現在は４人メンバーとなっていますが、全員が恵み野

中学校の卒業生というロックバンド「FOLKS(フォークス)」

が町内会創立３０周年を祝ってのコンサートです。 し

かも舞台は１１年ぶりの母校の体育館ステージ。 この

機会に老いも若きも心と手を結んで応援しましょう。 

また、「読み聞かせおはなし隊」が東京から来て下さ

います。 詳細は別紙回覧などでご案内してますが、

参加するのに制限もありますので注意して申し込みを

お願いします。 
 
◆ 北７丁目の松田明様から、「北町内会で使っていただけたら」と囲碁セット(碁盤と碁石)が寄贈され 

ました。 囲碁大会やクラブ等で活用させていただきます。 ありがとうございました。 
 
◆ ５月。 恵庭、千歳で不審者が続発しました。 合い言葉「イカノオスシ」をしっかり守り、あやしい人 

には近づかないように。 
 
◆ ５月。 ６丁目で車同士の事故が起きました。 ６月はお子さんの自転車事故が一番多い月です。 

  安心安全第一に６月を乗り切りましょう。   
 

今年も「生活環境改善要望・・・皆さまのお声を募集します 

あなたの身の回りで困っていること、心配なこと、どんな些細なことでも恵庭市に要望しましょう。 

 ６月２０日(月)までに北町内会館のポストに入れるか FAX(37-7800)で。 

 なお連絡先を記入して下さい。市に提出する時は削除しますのでご安心下さい。 

 詳しくは、別添回覧をご覧下さい。 
  

北町内会創立３０周年 「添う心、つよい絆、つなぐ夢」 
・第４弾 ６月１２日(日) 「フォークス コンサート」 全員集合！ 

・第５弾 ６月２６日(日) 「おはなし隊キャラバン」 お子さん来てね 
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 リーダー 山田 利喜夫 
 
✿ 恒例のシネマサロンは第４８回を迎え、６月２５日(土)１３時から北町内会館で開きます。 

 上映作品は、１９日の父の日にちなんで、戦前の昭和１７年に作られた小津安二郎監督の傑作から、笠智衆・

佐野周二コンビが描いた父性愛物語「父ありき」です。 笠智衆がこの名演技で日本映画賞に輝きました。 
 
❀ ６月１０日(金)１０時から恵庭市保健センターでノルディックウォーキング教室が開かれますので、参加し

たいと思います。 どなたでも簡単に覚えられる健康にも良いスポーツです。 

 初めての方でも、ベテランの方でもどうぞ。 タオル・上靴・水をご用意下さい。  

ご希望の方は、山田(       )か渡邉(       )または会館(FAX 37-7800)まで、６月９日〆切です。 
 
＜今月の朗報＞ 

☺ 卓球の北海道ホープス大会女子団体で、植田帆海さん・村重花音さん(ともに７丁目、旭小６年)が 
所属する恵庭柏クラブが見事優勝、全国選手権出場を決めました。 

☺ 野球の恵み野ロイヤルズ新チームが恵庭市長旗、玉川旗争奪大会に出場。 残念ながら上位の成績 

には今一歩でした。 
 
 

 
 
５月１５日（日）、「春の町内一斉清掃」を朝７時から実施しました。 

当日は、青空のもと６００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、とても

きれいになりました。 

清掃終了後は北町内会３０周年記念「町内花いっぱい事業」として、恵み野５号線両側の植樹桝にベコニア

を植栽。 親子で花植えをする姿も見られ、多くの会員の皆さんで道路を花いっぱいに飾ることができました。 

 
本年も一斉清掃へのご協力、ありがとうございました。                環境衛生部長 早川 剛志 

副部長 北上  慎 
 

「集団資源回収」ご協力のお願い     環境衛生部 

6 月は  １８日(土) ⇒ 北６・７丁目  １９日(日) ⇒ 北１・２丁目 

２０日(月) ⇒ 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。 

ネットワーク夢ハートだより 

春の町内一斉清掃・町内花いっぱい事業 
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福祉部 
 
５月７日（土）～１４日（土）、70歳以上の町内会員に「ミニダリア」と 

「福祉便り」をお届けしました。  

本年中に７０歳になる方も含め対象者は 520名でした。 

配布期間中、１丁目から７丁目までの各担当副部長が該当するお宅 

３７４軒をそれぞれ訪問、直接お目にかかりお花をお渡ししながら、 

「お元気かどうか？」などの近況も確認させていただきました。 

町内会創立３０周年記念の特別なお花プレゼントに、「ベコニアも 

良いけどミニダリアも素敵」、「毎年楽しみにしています」など喜ぶ 

声が多く寄せられ、皆様の笑顔に接することが出来ました。 
 
※ホームページに写真を掲載しています。 どうぞご覧下さい。 
 
 

 

                               
５月１５日(日) １３：００から、北町内会館にて役員２５名出席され、 

「第２回役員会」を行いました。 議題は下記のとおりです。 

 (1) 第２５回親睦交流会実施計画〔案〕 

  (2) 専門部事業報告 

  (3) 北町内会創立３０周年記念事業 

  (4) 災害救援積立金取り崩し要領〔案〕について 

 (5) その他（見回り活動） 

役員会終了後、「第５回３０周年記念事業実行委員会」を続けて行いました。 
 

◎ 今月の町内会の動き 
 

月 日（曜）時間 内  容 場  所 摘  要 

6/ 1（水） 回覧版「町内会だより」６月号発行   

/ 4（土）16:00~ 第６回３０周年記念実行委員会 北町内会館  

/ 8（水）16:00~ 恵み野町内会連合会第１回役員会 南町内会館 担当役員 

/10（金）10:00~ ノルディックウォーキング 保健センター ネットワーク夢 

/12（日）14:00~ 30 周年記念「フォークスコンサート」 恵み野中体育館  

/15（水）13:00~ 親睦交流会プログラム印刷綴込み 北町内会館  

/18（土）10:30~ 

11:30~ 

恵み野花さんぽまつり 

南町内会「リラ・フェスタ」 

花さんぽ通り 

多目的グランド 

会長 

会長 

/19（日）13:00~ 

    終了後 

第３回北町内会役員会 

総務部会 

北町内会館 

北町内会館 

四役、部長、副部長、監査役、区長 

総務部 

/25（土）13:00~ 

18:30~ 

第 48 回シネマサロン 「父ありき」鑑賞 

６月度四役会議 

北町内会館 

北町内会館 

ネットワーク夢 

四役 

/26（日） 9:00~ お話しキャラバン隊 北町内会館 ネットワーク夢 

 

◎ 新会員のご紹介     和田 亨 様   5 月 15 日入会   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 ) 

 

編集部 
からの 
お願い 

 

春のお花のお届け（創立 30周年記念事業） 

第２回 役員会 


