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恵み野北町内会創立３０周年記念事業 

“ＦＯＬＫＳ記念ライブ” 
 
6 月 12日(日)15:00から、「ＦＯＬＫＳ(フォークス)記念ライブ」 

が恵み野中学校体育館で行われました。 
 恵み野出身の彼らにとって同中は母校でもあり、同級生や知人は 
もとより地域住民やファンなど約２５０人が演奏に酔いしれました。 
リーダーの岩井郁人(ふみと)さんは、「中学校時代に、文化祭で 

ギターを弾いたことが音楽活動の原点だった」と語っています。 
メンバーをご紹介します。 

 
岩井郁人(ふみと)さん （ヴォーカル/ギター）恵み野北出身 
岩井豪利(かつとし)さん（ギター/ヴォーカル）恵み野北出身 
小林禄与(よしとも)さん（ベース/パーカッション/シンセサイザー）恵み野北出身 

高橋正嗣(まさつぐ)さん（シンセサイザー/プログラミング）恵み野東出身 
 
ありがとうございました。 

※ 「FOLKS」 Official Website ： www.folks-eniwa.com/ 
 

   

  
会長の挨拶              記念撮影、感激です！            ライブ終了後、町内会館前での        

写真の欲しい方は、一報を         岩井兄弟によるサプライズ        

 

 
 

 

２０１6 年 ７月 １日（第４５号） 
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恵み野北町内会創立３０周年記念事業 
♪+*☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

北のよい子に読み聞かせプレゼント～おはなし隊キャラバン 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆*+♪    

 
 講談社創業９０周年事業の全国訪問おはなし隊キャラバンカーが、６月２６日(日)朝、北町内会館

に来てくれました。 

あいにくの小雨でしたが、子ども２３名を含む総勢４６名の参加があり、おはなし隊長さんの牧野

博美さんによる紙芝居や町内会員の浅野榮子さんの読み聞かせに耳を傾け、積極的に話しかける

ようになるなど、とても楽しい一日となりました。 

おみやげ一杯でパパママも楽しそうでしたよ。 皆さんありがとう。 

この日のスタッフ             講談社おはなし隊長 牧野博美さん         渡邉会長の腹話術？  

ネットワークに塩野さん母娘がお手伝い                                          …ホントかな 

  北１丁目 浅野榮子さん             笑ったりうなずいたり           キャラバンカー ピンク１号車 

図書館読み聞かせサークルで活躍中            …ママも思わず...         ５５０冊の新刊人気本が入っています 
 
■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 

｜ ８月２１日(日)１０時から恵み野中央公園遊歩道をコースに、第１回えにわ花トリム＆ランが開催 ｜ 

｜ されますが、大会本部員やコース走路員などのボランティアを５名募集しています。       | 

｜  ７月２０日まで、北町内会館ポストかFAX(37-7800)または渡邉(TEL     )までご一報を ｜  

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

市民の広場 ～ テーマ「除排雪を考える」 
 

 一昨年から、よりよい恵庭市づくりのために大きなテーマを掲げて、ともに考える「ワーク 

ショップ」形式の市民の広場が始まりました。 

今年は日常のくらしの中で避けて通れない雪をテーマに、動画による除雪の方法や除排雪 

にかかる現状と要望についての説明と、「除排雪課題マップ」を作成するワークショップの開催 

となりました。 

 恵み野地区は、７月２１日(木)１８：３０より恵み野会館で開催となっています。 

 市長を始め担当職員との対話を通じて、協働のまちづくりプランに役立つ機会だと思います。 

関心のある方は、どうぞ直接会場へお出かけ下さい。 
 

 先月の回覧板で募集しました「生活環境改善要望」のご意見は、市に提出しました。 

 回答があり次第ご報告いたします。 
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会長 渡邉 三好  
 
７月。 天の川の西側に光る琴座の主星ベガは織女星、東側に輝く鷲座の一等星アルタイルは牽牛星。 

織姫、彦星の夫婦星として七夕伝説に登場しますが、一年一度の逢瀬を涙雨に濡らさないよう、照る照る坊

主さんにお願いしたいですね。  

でも北海道では、函館など道南の一部のほかは、殆どが月おくれの８月行事となっています。 

ところで、熊本地震がなかなか収束しないのに、函館がグラッグラッ。 しかも震度６にはびっくり。 幸い逆断

層のズレで局所に限られ、大きな被害がなかったことはひと安心でした。  

しかし、地震のあとの日本列島。 今度は雨、雨の連続で、年初めの星占い師の「今年は海王星の影響で引

きつづき水の災害が多く、世界的にも環境対策が深刻になる」という記事が思いおこされました。  

そういえば今年、恵み野旭小学校の運動会が雨天のため一日順延。 遠足は本番、予備日ともに中止という

残念な結果になりました。 

 ７月の天気予報。 西日本は猛暑、北日本も暑いけれど雨量も多いと予測されています！ 
 
 さあ、皆さん。 ナンとしても 9日(土)開催のメインイベント「親睦交流会」。 ８５０名ほどの 

申し込みを頂いておりますので、“好天”でなくとも降雨のない“まつり日和”を期待です。 

 今回は第２５回の節目。 ３０周年をお祝いして、おいしいサッポロビールを 5杯まで無料、 

丁目対抗の優勝トロフィを用意、ビンゴゲームも商品を倍増で計画しています。 乞うご期待。 
 
 そして女性部主催のバス旅行「日本海を望むロマンの旅」は、初めて男性も歓迎の大盤 

振る舞い。 女性部の皆さん、張り切っています。 
 
◆ ６月２５日(土)の「北町内会第１回パークゴルフ大会」は、雨天により中止となってしまいました。 

  参加希望者が多いイベントですので、第２回 (７月２３日)は晴天を願っています。 
 
 

 リーダー 山田 利喜夫 
 
 北町内会では、「ともに支えあう、安心・安全・福祉のまちづくり」を基本目標に、住民の福祉活動の支援

と協働・総合相談・生活支援など幅広く事業展開をしている恵庭市社会福祉協議会の小地域ネットワーク事

業に賛同して加入しています。 今月は事業実施の財源となる社協会費の納入月で、回覧版にてご案内し

ています。 どうぞよろしくお願い申し上げます。 
 
✿ 今月のシネマサロンは第４９回目。 ７月２３日(土)１３時から北町内会館で開催します。 

  上映作品は、ピューリッツァー賞受賞のジョン・スタインベックの原作を、ジョン・フォード監督が取り上げた 

アメリカ西部の小作農民の惨状を描いた「怒りの葡萄」(１９４０年、米国)です。 どうぞ、お出かけ下さい。 
 
＜今月の朗報＞ 

☺ ６月。 札幌で開かれた第２５回 YOSAKOI ソーラン祭りは、２０の会場に２８０チームが登場し演舞を披露、 

 205万人が熱狂しました。 今年は恵庭勢の大活躍が目立ちました。 

  ・ 北海道文教大学「陽燕」が恵庭チーム初のファイナルステージ出場で見事優秀賞。  

・ 北海道ハイテク・エコ専門学校「無限永華」がＵ－４０部門で優秀賞。  

  ・ 恵庭紅鴉 Jrがジュニアファイナル準大賞に輝きました。 すばらしい熱演に拍手をおくりましょう。 

☺ 中体連夏の恵庭大会で、恵み野中学チームはバスケット女子・バレー男子・ソフトボールで団体１位。  

個人では、卓球女子２部で和田珠緒さん(１丁目)が１位の栄冠。  

上位の成績から出場権を得た各チームが、今月の管内中体連大会に進みます。 悔いなき試合を！ 

☺ リオ五輪を前にした陸上の日本選手権で、福島千里選手(３丁目、ハイテク AC)は１００m１１秒４５で７連覇、 

 ２００ｍは２２秒８８の日本新で６連覇の堂々二冠女王となり、いよいよリオオリンピック本番に備えます。 

  我らのチーちゃん おめでとう そして更に前進を！ 

ネットワーク夢ハートだより 

北町内会創立３０周年 「添う心、つよい絆、つなぐ夢」 
・第６弾 ７月 ９日(日) 「第２５回親睦交流会」 優勝は何丁目！ 

・第７弾 ７月２１日(日) 「日本海を望むロマンの旅」 大人気！ 
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６月１９日(日) １３：００から、北町内会館にて役員・区長５２名 

が出席され、「第３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〕について 

  (2) 町内会費納金及び経費請求要領について 

  (3) 災害救援積立金取り崩し要領について 

  (4) 秋の一斉清掃について  (5) その他 
 

◎ 今月の町内会の動き 
 

月 日（曜）時間 内  容 場  所 摘  要 

7/ 1（金） 回覧版「町内会だより」７月号発行   

/ 2（土）12:00~ 恵み野西町内会交流会 中央公園多目的広場 会長 

/ 4（月）15:00~ 社会福祉協議会第１回評議員会 福祉会館 会長 

/ 6（水）9:00~ 

13:00~ 

親睦交流会用具借用 

〃  賞品仕分け 

恵中・旭小より 

北町内会館 

北川・山田 

 

 / 8（金）10:00~ 恵庭市戦没者追悼式 市民会館 会長 

/ 9（土）10:30~ 第２５回親睦交流会 冒険公園  

/10（日）10:30~ 〃     予備日 冒険公園  

/11（月）~20（水） 夏の交通安全運動 市内各所 防犯交通部 

 /16（土）11:30~ 恵庭光と風の里なつまつり 光と風の里 会長 

/16~17(日) 13:00~ 町内会費(後期)の納付 北町内会館 会計部 

/20（水）18:30~ ７月度総務部会 北町内会館 総務部 

/21（木） 7:15~ バスツアー「日本海を望むロマンの旅」 北町内会館集合 女性部 

/23（土） 9:00~ 

13:00~ 

第２回パークゴルフ大会 

第４９回シネマサロン 「怒りの葡萄」鑑賞 

中央ＰＧ場 

北町内会館 

体育部 

ネットワーク夢 

/24（日）19:00~ 「すずらん踊り」講習会 恵み野旭小体育館  

/25（月）18:30~ ７月度四役会議 北町内会館 四役 

/31（日）10:30~ 

     11:50~ 

恵み野夏祭り（すずらん踊り） 

「すずらん踊り」反省会 

駅前通り 

北町内会館 

 

 

◎ 新会員のご紹介      福田 和幸 様 6月 13日入会    北 7丁目 

◎ お悔やみ申し上げます  羽田  肇 様 6月 11日ご逝去 76歳  北 7丁目  
 
 

「集団資源回収」ご協力のお願い     環境衛生部 

７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。  
 

 

◎ 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３回 役員会 

編集部 
からの 
お願い 

 


