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１０月２３日(日)、地震対策隊第５回研修会として洞爺湖ビジターセンターへの研修バス

ツアーを行いました。 

ビジターセンター内の火山科学館を見学。 昼食後、あいにくの曇天でしたが、２０００年

噴火の有珠山金比羅火口災害遺構散策路を、総勢２９名が２班に分かれ、１時間半ほどの行

程を落伍者も無く全員元気に歩きました。 お疲れ様でした。 
 

  
       洞爺湖ビジターセンター前にて                          火山科学館内 
 

   
      2000年噴火での被災車両          昼食(わかさいも本舗)          旧国道 230号線 
 

   
      火口目指して！           エメラルドグリーンの「有くん火口」    熱泥流に襲われた建物(遺構保存)   
■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 

｜               「もちつき大会」復活！ | 
 
｜ 昨年休止しました「もちつき大会」が、３０周年記念行事として復活。 詳細は別紙回覧を！ | 

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

第５回 地震対策隊研修会研修ツアー  
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女性部部長  荒井智子  
 
１０月７日(金)、紅葉にはもう少しかなと思う日程でしたが、４３名の女性部の皆さんと楽しい 

バス旅行ができました。 

今回も 7月の「増毛の旅」が好評でしたので、男性のかたの参加も期待致しましたが、どなたも 

ご希望がなく残念でしたが、女性部のみ賑やかに楽しんで来ました。 

朝早い出発にもかかわらず、笑顔でバスが会館に来るまで寒い中を待って頂き、ありがとうござ 

いました。 

最初はマッサンのニッカウイスキーのエ場見学。制服すがたも可愛らしい女性の案内で、詳しく 

説明を聞きながら見て歩きました。その中でも石炭を入れる作業を見ることが出来、今は石油ストー

プやオール電化の家庭が多くなって、わたしは懐かしく思いました。 

約５０分の説明と自由行動の後は、嬉しい「ランチの時間」。お魚派とお肉派に分かれましたが、 

お弁当はとても豪華に見えました。(笑) 

次はブドウ狩り。お腹がいっぱいのせいか沢山は食べられませんでしたが、とても美味しかった。

そして仁木のきのこ王国へ寄り、小樽観光をして帰ってきました。 

小刻みの旅ではありましたが、みなさんに喜んでいただけたと思っております。 

参加された皆さん、お疲れ様でした。 ありがとうございました。 
 

   
 

 

 
 
１０月１９日(水)の午後、北町内会館から時ならぬ三味線と太鼓の音が‥‥。 

おそらく北会館での催しで、トテチンシャン・ドンドンを聴いたのは初めてのことと思います。 

今回のネットワーク夢行事「楽遊会」は、ある会員さんの紹介を頂いて、札幌で活動されている三弦

勇登会の会主、大原勇登さんと弟子の丸本和子さん・広瀬和子さんをお迎えして、「民謡は日本人の詩

と心。みんなで楽しもう」のひとときを過ごしました。 

誰もが知っている「ソーラン節」や「花笠踊り」「真室川音頭」を全員で合唱。「酒は涙かため息か」

「ヤットン節」「三味線ブギウギ」など懐かしのメロディを聴いたあと、十八番の「津軽じょんがら節」

ほか「あいや節」「よされ節」など津軽民謡特集。さらには津軽三味線、長唄三味線による曲弾きに全

員がふるさとに思いを馳せつゝ、童心にもかえることが出来たとてもなごやかな一日でした。 

なお、大原さんのお弟子さんの一人が過日全国大会で５位に入賞されたお話もあり、機会があれば

北町内会員の踊り・唄なども加えての企画を考えたいと思っています。 

また、この日ラジオ局ＥＮＩＷＡが生中継で「楽遊会」を市民の皆さんに伝えていただき、とても嬉

しい出来事となりました。 
 

   

ネットワーク夢 / 楽遊会  

女性部研修旅行を終えて（マッサンの旅） 
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                              会長 渡邉 三好  
 
「日陰もなく、陽光もなく、蝶も蜂もいない、果実もなく、花も葉もなく鳥もいない、11月よ！」 

詩人の T・フッドがものすごい表現で 11月を詩い上げていますが、11月は日本でも季節は冬。７日

は立冬で暦が先行するとはいうものの、比較的暖かかった北国でも先月の半ばからめっきり冷え込み

が強くなり、恵庭市でも１０月２０日、平年より一週間ぐらい早い初雪を観測。あわてて車のタイヤ交

換や花壇じまい、落ち葉集めなど「冬来る」の風景が見られます。 

何といっても「急いては事を仕損じる」という言葉どおり、決して焦らずに年末に向かっての計画を

ひとつずつ達成出来るよう有意義な毎日を過ごしましょう。 
 

 北５丁目〈ノースガーデン〉整備完了 早くも第１号の槌音が･･･  
 

８月１日から始まった北５丁目地区の宅地造成工事は、お陰さまで順調な運びを見せて１０月末完了

し、検査のあと正式な認可となります。 総区画８２のうち、早くも１２区画が建築契約を終わり、８

区画で予約済みとなり、今月中ごろには記念すべき第１号のお客さまの、地鎮祭のあと、新しい住まい

への槌音が初冬の空にひびくということです。 

ところで、人口減少社会が予想される中、昨年実施された国勢調査の確定値が発表され、日本の総人

口が初めて減少に転じたことが数字の上で実証されました。 

少子高齢のきびしい現実にますます拍車がかかりますが、そんな中で千歳市と並んで少しずつです

が人口増を見せている恵庭市が、ナント、今年の８月に市制初めての６９,２００人の大台に乗り、さ

らに九月末に過去最高の６９,２１２人を記録したとの嬉しいニュースが伝えられました。 

恵庭を住みやすいと感じる市民が９５％というアンケート調査結果もありますが、特に恵み野西の

里美ニュータウン、恵み野東のイーストガーデン、さらに柏陽のフローラルタウン柏陽など相次いで

生まれた住環境が、明らかに自然減を上回る社会増の数字となったことを証明しているようです。 

こうした恵庭の発展にさらに一役担うのが、私たち北町内会の北５丁目ノースガーデンの誕生です。

もちろん８２区画に住宅が満ち溢れることはまだまだ先と思いますが、ペリカン公園側には数棟のモ

デルハウスが建ち、若者や熟年の皆さんに定住・移住の夢プランを提案され、既に４分の１の成約と出

足好調。中には富良野から転入されるご家族もいらっしゃるとのことです。 いこいの場である隣のペ

リカン公園のトイレが内部をリニューアル。ガーデン北側の恵み野５号線の歩道も追加工事で全面補

修されました。 

なお、今年春の清掃日に「花いっぱい事業」としてこの５号線にベコニアを植えましたが、紅葉した

ナナカマドの並木下でまだまだ美しい花を保っており、特に嬉しいのは、植樹桝の雑草を数名の会員

さんが自主的にタイミング良く除草されており、心からお礼を申し上げます。 来年からは恵庭市の 

花のまちづくり推進事業に申請して、春の清掃日でない日に季節の花を植栽したいと思っています。 

その時は、ぜひ、大勢の会員さんのボランティア活動をお願いいたします。 
 

北の夢文庫「みんなの図書館」開設へ あなたの１冊を！ 
 

全国でも珍しい「読書のまちづくり条例」を作っている恵庭市ですが、更に内容の充実とサービス向

上で市民のみなさんに本と親しんで頂こうと、新たに指定管理者制度の導入を決定。 来年度スタート

へ事業者の募集に入っています。 

一方、市内のお店や施設、職場を中心にいつでもどこでも気軽に立ち寄ることができる「まちじゅう

図書館」は、これまでに５０店ほどがオーナーとなり、じわじわと人気が高まっています。 

北町内会でも会館の中にポケット位の規模ですが北の夢文庫「みんなの図書館」を開設し、会員さん

なら誰でも利用して楽しんで頂こうと１２月中の開設計画をたてました。 

 そこで皆さんにお願いいたします。 今までお読みになって印象に残ったり、想い出のある本がお

手許にありましたら、ぜひ一冊でよろしいですのでプレゼントして下さい。 

メモ程度でかまいません。 お名前・おところ・連絡先、本の題名、一言メッセージあればどうぞ。 

北町内会館ポストか、Fax(37)7800までお願いいたします。締め切りは１１月２３日(水)です。 

北町内会創立３０周年 「添う心、つよい絆、つなぐ夢」 
・第１２弾 １１月１１日～１３日(日) 「第１５回作品展」 文化厚生部 

・第１３弾 １１月２６日(土)    「町内会活動のあり方講演会」 
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リーダー 山田 利喜夫 
今年の紅葉は色付きが弱く全国的にも綺麗とはいえないという気象台のお話ですが、１０月半ばを過ぎ

て朝晩の冷え込みが強くなり、町内の街路樹ななかまどの朱色が日ごとに濃さを深め、カラスや野鳥が紅

い実をついばむ姿を見かけます。 恵庭・札幌など、昨年よりも５日早く初雪を観測しましたが、今月１１月は

日本列島の気温は平年並みまたはやや高めという予報になっています。 

このところ老若男女ともマスク姿が目立ってきました。 インフルエンザが流行してきました。 予防注射

はなるべく早めに済ませましょう。 また、１１月１１日から２０日まで冬の交通安全運動が展開されますが、あ

ちこちから交通事故死のニュースが報道されています。 町内会でも９月・１０月と１件ずつ物損事故があり、

ＪＲ恵み野駅では女性が快速エアポートに接触し死亡という痛ましいニュースもありました。 日没も早くな

ります。 人も車も夜の通行には特に細心の注意を払いましょう 

さて、ネットワーク夢１０月は、後半に３つの催事がつづいてハートさんも大変でした。 １９日の楽遊会は第

２面でくわしくお伝えしておりますのでご覧下さい。 ２２日のシネマサロンは、マグロ一本、大間の海に生き

る男を個性派スター緒形拳、娘役として体当たりの演技で観客を魅了する夏目雅子主演の「魚影の群れ」

ということで、１８名の映画ファンが来て下さいました。 中には新聞で見たからと千歳市から初めての方も

おられ、「久しぶりになつかしの名画を観ました。 町内会さんの好意に感謝です。」とリッチな気分で帰られ

ました。 「私たちの思いが少しづつ理解されて来たかなあ」と実感しています。 ３０日の東日本大震災復

興支援チャリティ「土田英順チェロコンサート」については、残念ですが今月号には間に合いませんでした。

１２月の「北町内会だより」をどうぞお楽しみに。 
 
今月の第５３回シネマサロンは、１９日(土)１３時から北町内会館で、「元禄忠臣蔵 前編」を上映します。 

赤穂浪士の物語は、戦後に映画やテレビで華やかに紹介され、長谷川一夫、片岡千恵蔵、萬屋錦之介ら

人気俳優が相次いで主人公大石内蔵助を演じて娯楽性を高めましたが、今回の忠臣蔵は太平洋戦争が始

まった昭和１６年、１９４１年と４２年、あの溝口健二監督が史実にこだわり壮大な歴史映画として製作したもの

で、後編は１２月１０日(予定)にご覧いただきます。 
 
＜今月の朗報＞ 

☺ 体育の日記念卓球大会中学男子シングルス１年で、大迫駿斗さん(３丁目、恵み野中)が３位。 ２年で能登 

洋太さん(７丁目、恵み野中)が２位。 中学女子シングルス１年で、和田珠緒さん(１丁目、恵み野中)が２位。 

同ダブルスで植田帆海さん(７丁目)ペアが２位、村重花音さん(７丁目)ペアが３位。 小学生シングルスＡ 

で、村重さん植田さん(ともに７丁目、旭小６年)が２位３位に入賞。 

☺ スズキジャパンカップ２０１６第３３回全日本エアロビック選手権北海道大会で、シニア１７歳以上女子シン 

グルスに出場した大嶋莉奈さん(７丁目、北翔大４年)が、17,700点の自己ベスト記録をマークして昨年に 

つづいて北海道チャンピオンとなりました。 

「選手生活のしめくくりとして全力をつくします」と、今月６日東京での全国大会に出場されます。 

☺ 第２８回ＭＯＡ美術館児童作品展に、恵庭の小学生１，０２２人の応募から児童作品交流賞に前田来音さん 

(１丁目、旭小６年)が堂々の入選です。 スポーツの秋、芸術の秋。皆さんのご活躍に拍手を！ 
 

 
   

生活改善要望 中間回答のお知らせ 
今年は６項目の改善要望を出しました。 

①「ガーデン歯科前交差点の雨水の溜まり」は、車道面の傾斜を修復して流れを良くする。 

②「１丁目おおぞら公園」については、駐輪場設置は出来ないが、特に子ども達の自転車 

ルールについて案内板を考える。 と２点の改善回答がありました。 

残りの、③「横断歩道を設置」は無理。 

④「歩道修復」は順番待ち(緊急時は応急処置可能)。 

⑤「空き家対策」は所有者を特定し、改善に努力する。 となっています。  

少し遅くなりましたが、以上お知らせ致します。 

 

ネットワーク夢ハートだより 
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恵み野北町内会から「集団資源回収」ご協力のお願い 
 

町内会では、毎月業者の方にお願いして資源回収をしております。 

町内会で回収した資源物は、回収代行業者からの収入とともに、回収量に応じ恵庭市から 

「奨励金」が交付され、町内会の貴重な財源となっています。 

資源物は、ぜひ北町内会の回収日にお出しいただきますよう、ご協力をお願い致します。 

※ 市の資源ごみと重なる日は、ご面倒ですが 「北町内会資源回収」 と紙に書いていただくか、 

お配りした「資源ゴミ」シールを貼るなど、わかるようにお出し下さい。  
 

■ 回収日（１１月）  １８日(金) ⇒ 北６・７丁目  １９日(土) ⇒ 北１・２丁目 

２０日(日) ⇒ 北３・４・５丁目 
 

■ 搬出場所・・・各家庭の玄関前歩道手前敷地内 (盗難防止のため) 
 

■ 回収品目 

新聞紙  

 
コピー用 紙 ・広告 

など含む 

紙パック 

 
牛乳、ジュース、酒などの紙パック 

 
※ 中を洗い開いて梱包して下さい 

 

          ⇒ 雑 誌  

 
月刊誌・週刊誌など 

(背のり・ピンとじ)、  

教科書、ノート 

段ボール 

 
※ ビニール加工、 

ローびきなどの 

特殊加工のものは 

     ⇒ 市の燃えるゴミ回収へ 

◆ 新聞･雑誌・段ボールは、 

それぞれ分割し梱包してください。 

◆ 新聞紙・雑誌・ダンボール・紙パックの中に 
『雑紙』は、絶対に混ぜないで下さい。 

◆ 紙であっても、次のものは、回収できません！ 
               ⇒ 市の燃えるゴミ回収へ 

○濡れた物や汚れ・香りが付いた物  

○ビニール・ワックスで防水加工された物  

○シュレッダー屑 

○写真・感熱紙など 

○伝票などのカーボン紙・ノーカーボン紙  

○内側がコーティングされた圧着はがき 

○銀紙・複合素材（プラスチック・アルミなど）の紙  

○金属が箔押しされた紙など 

雑
ざ つ

 紙
がみ

 

（紙製容器

・包装類） 

 
○厚紙、紙箱（菓子箱など）、カタログ、 

パンフレット、カレンダー、ポスター 

○トイレットペーパーやラップの芯 

○ティッシュの箱（ビニールは取り除く） 

○封筒（ビニール・セロハンは 

取り除き、糊部分は切る） 

○年賀状･はがき､便箋、紙袋、包装紙、 

台紙など 

空き瓶  

 
一升瓶(茶色･緑色)、 

国産のビール瓶  
 

※ ふた･口金をはずし 

中をすすいで下さい 

※ 油瓶は出さないで下さい！  古 着  

  
洗濯し、乾燥されたもので、 

破れなどの無いもの 
 

※ 透明なビニール袋に 

入れて下さい 

アルミ缶  

 
※ 缶内を水ですすいで下さい 

※ スチール缶は、 

⇒ 市の資源回収へ 

■ 出し方 《 ご注意 》 
 

① 品目ごとに、「紙袋に入れる」「ダンボールに入れる」「ビニール袋に入れる」「紐で束ねる」などで、 
細かいものがバラバラにならないよう、できるだけ圧縮してお出し下さい。 

 
② 選別状況の悪いものは回収できませんので、ご理解･ご協力をお願いします 

 

     回収代行業者  （株）紙商五代  石狩市新港南１丁目２２－１１  ☎０１３３－６４－５０５
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◎ 会計部よりお知らせします。 

  
◎ 今月の町内会の動き 

月 日（曜）時間 内  容 場  所 摘  要 

11/ 1（火） 

      13:30~ 

広報紙「きずな」８５号発行 

市民活動センター運営協議会 

 

市民活動センター 

 

会長 

 /11（金）18:00~ 恵み野駅西口整備事業完成祝賀会 いちえ 会長 

/11(金)~13(日)10:00~ 第 15回北町内会作品展 北町内会館 文化厚生部 

/11 (金) ~ 20 (日) 冬の交通安全運動 市内各所 防犯交通部 

 /12（土）16:00~ 第２回町連三役会議 南町内会館  

 /19（土）13:00~ 第 53回シネマサロン「忠臣蔵 前編」鑑賞 北町内会館 ネットワーク夢 

/20（日）13:30~ 

  終了後 

          18:30~ 

第４回役員会 

11月度総務部会 

第５回役員選考委員会 

北町内会館 

北町内会館 

北町内会館 

四役・部長・副部長 

総務部 

役員選考委員 

/24（木）18:30~ 11月度四役会議 北町内会館 四役 

  /26（土）13:30~ 30周年記念講演 北海学園大 岡本浩一教授 北町内会館 30周年実行委 

 

◎ 退会の報告      佐々木英司様 10月 3日退会    北 5丁目 

 森本 睦子 様 10月 12日退会  北 7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２８年４月から９月の資源物回収状況は次のとおりとなりました。

　　　　　◎ 総見込額（回収額＋奨励金）で ３９５，３４４円　　＜前年同期実績 ３７９，７４１円＞

　　　　　　〇 市からの奨励金　<見込み額>　　１８６，６００ 円　(100円未満切捨て)

　・ 新聞紙等 168,462.3 円 < 56,154.1 ㎏×３円 >　　　
・ 雑　　　紙 18,180 円 <    3,030  ㎏×６円 >

○平成２８年　資源回収上期状況　（２８.４ ～ ２８.９）

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

４ 月 32,440 3,120 5,790 275 135 630 800 43,190 11,936.5 12,456.5

５ 月 26,080 2,240 5,160 325 195 630 800 35,430 9,720.5 10,250.5

６ 月 24,680 980 4,320 300 69 375 800 31,524 8,341.1 8,621.1

７ 月 26,480 960 5,250 250 75 420 900 34,335 9,102.5 9,462.5

８ 月 25,880 1,800 4,320 300 75 390 1,400 34,165 9,087.5 9,907.5

９ 月 23,400 1,200 3,630 210 60 600 1,000 30,100 7,966.0 8,486.0

上期計 158,960 10,300 28,470 1,660 609 3,045 5,700 208,744 56,154.1 59,184.1

 <参考> 平成２７年 資源回収上期状況　（２７.４ ～ ２７.９）　

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

４ 月 32,000 2,940 5,580 200 105 700 690 42,215 11,659.5 12,109.5

５ 月 23,640 1,400 4,650 250 102 800 630 31,472 8,483.8 8,843.8

６ 月 27,720 1,320 5,040 250 90 900 630 35,950 9,596.0 9,926.0

７ 月 25,640 1,080 4,740 150 60 700 180 32,550 8,669.0 8,979.0

８ 月 21,520 1,420 4,920 150 51 1,100 450 29,611 7,976.9 8,426.9

９ 月 23,520 1,320 4,050 150 63 800 540 30,443 8,154.7 8,584.7

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　<新聞紙等54,539.9kg×３円、雑誌2,330kg×６円（100円未満切捨て) >
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