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会長 渡邉三好  
 「光陰矢の如し・・・」 

 戦後７０年、節目の年が終わって迎えた平成２８年、早くも１ヶ月が過ぎ去りました。 

 イスラム過激派によるフランス新聞社への襲撃という大テロ事件がいきなり起こった昨年を思い出しながら、今年は

暖かく雪も少なく無事に明けたと思った途端、なんと昨年よりも１日早い正月６日、隣国の北朝鮮が抜き射ちで行った

核実験。 水爆とも見られる暴走に、いい知れぬ恐怖と緊張が世界をかけめぐりました。 

 このほか、欧州・中東・アフリカ・中国・インドネシアなどで難民・内戦・紛争・テロから株安までキナくさい空気が世界

を覆い、さらに国内ではスキーバスの悲しい事故など、暖冬を吹き飛ばす嵐が連日猛威をふるいました。 

 宇宙ステーションから無事帰還した油井さんが、「宇宙から眺めた地球はとても美しい。 しかし、とても小さく壊れそ

うな気がした。」 と感想を述べました。 不幸や災難が去る（猿）、金運蓄財が勝る（ま猿）、そして良縁（猿）にも恵ま

れるという三拍子そろった申年ですが、そんな 2016 年もまた天が荒れ地が震え人が乱れる壊れそうな一年になるの

でしょうか。 

 ところで人口減社会の中、私たち恵庭市の昨年末の人口が６９，０７３人と発表され、少しですが２年連続増加し

たことが判りました。 住民基本台帳調べで、日本人１０３人・外国人１４人の合計１１７人が増えました。 恵み野東の

イーストガーデン、恵み野駅西口の里見地区宅地分譲による転入が大きな要因となったことは否定できません。 そし

て今年は、長い間空き地になっていた私たち北町内会の 5 丁目地区に 70 区画の宅地造成プランが描かれ、１月末

に事業者の審査が行われました。 ３月号の「北町内会だより」でくわしくお知らせいたします。 

 さて、２年前に会長の重責を引き継いだ私。皆様に“ゆるやかな絆”を提案し暖かいご理解・ご協力を頂き何とか町

内会の姿を保つことが出来ました。 石の上にも三年の今年ですが、昨年から何度もお伝えしております創立 30 周年

のメモリアーズイヤー、節目の年です。 

そこで、これまでより一歩前に進もうとテーマ決めを考え、幾つかの作品を実行委員で選考した結果、岩井利海さ

ん(防犯交通部長)の標語 「添う心、つよい絆、つなぐ夢」 を共通テーマと決定しました。 １年を通してこの理念・目

標に沿った町内会の運営を進めていきます。 そして老若男女誰でも、大勢の会員さんが参加して楽しめる行事を優

先し、記念式典・祝賀会・記念誌などはなるべく簡素化に、つまり名より実を特色といたします。 

 記念式典と祝賀会は５月２９日(日)午前 11 時から恵み野会館にて開催が決定。 また記念誌は、今年一年の

歩みを綴る特集号として年末にご家庭にお届けいたします。 さらに、夏の親睦交流会が今年 25 回目、秋の作品展

が 15 回目、シネマサロンが８月に 50 回目と数字の偶然がそれぞれ節目となりますので、これまで以上に娯楽性・文

化性を高める催しを、これからアイディアを固めて進めていきます。 またメインイベントの一つに、恵み野出身の若者グル

ープ(２人は北町内会員)「フォークス」のコンサートを秋に開催しようと、日程の調整に入りました。 実現すれば素晴

らしい思い出のアルバムになるものと思います。 

 なお、昨年から考えています「ワンランクラブ」の復活と北会館の「北の夢文庫」も、なんとか今年度中に発足できる

ように努力を続けます。 役員一同こころをあわせることは当然ですが、行事の内容により会員の皆様にボランティアを

お願いするケースも出て来ますので、その際はぜひご協力下さいますようお願い申し上げます。 

 暖、寒、暖で迎えた２月。寒さがピークの月といわれますが、おくれていたインフルエンザ、そして今年はお多福風邪

も流行中ということで、カゼは万病のもと、健康管理に十分気を配ってお過ごしください。 

新春に想う (会長挨拶) 
祝・北町内会創立３０周年記念テーマ 
「 添う心、つよい絆、つなぐ夢 」 



 

 
 
 
 

リーダー 山田 利喜夫 
 

 「この冬の恵庭は雪が少なく、雪かきで筋肉痛にならないな。 でも筋力もつかないし！」 

と苦笑いの会話が回りで流れていましたが、大寒を前にドカンと冬将軍が日本各地で暴れまくり

ました。 冬のシーズンが終わったとき、「やはり帳尻合わせの雪だったね！」ということになるか、

２月も暖冬傾向の予報となっており、微妙なところといえますね。 

 さて、“ネットワーク夢”の今年初めの行事は、1 月２３日のシネマサロン「麦秋」の上映で、年末の

モーリン・オハラを偲んだものとおなじく、寒い中、根っからの映画ファンや原節子ファンがスクリー

ンに釘づけの 2時間を楽しんで頂きました。 

 ２月も２０日(土)午後 1時から北会館にて、原節子主演の第２弾「青い山脈」を上映いたします。 

どうぞお楽しみに、お出かけ下さい。 

 また、1 月３１日(日)は「楽遊会」を開催。 笑いヨガと南京玉すだれで新春初笑いを楽しみました。

くわしくは、３月の「町内会だより」でお伝えいたします。 
 

≪ 今月の朗報 ≫ 
 
☺ 卓球の道新杯全道小学生大会女子シングルスで、植田帆海さん・村重花音さん(ともに７丁目 

旭小５年)が第３位入賞を果たしました。 
 
☺ バスケットボール中学生新人全道大会に、恵み野中女子チームが出場も、残念ながら上位 

入賞なりませんでした。 
 
☺ 千歳習字教育連盟新年席書大会にて、特別賞の会長賞に荒木ほのかさん(７丁目、高校生)、 

読売賞に熊谷菜々夏さん(７丁目、恵み野中２年)が輝きました。 
 

皆さん すばらしいご活躍、今年もガンバってね！ 
 
◆ 嬉しいニュースがありました。 

1月下旬の朝、交通安全指導中の渡邊会長のところへ２丁目のＮ．Ｍさんが来られ、「７丁目 
の不在会員宅で水漏れしている！」とのお話。 急な凍れのために水道管が破裂し屋外まで 
水が流出したのだと思われ、会長が確認したうえで市に連絡、適切な処置をしていただき、 
会員の方にも何とか連絡が取れました。 大きな被害になる一歩手前で食い止めることが 
出来たのは、Ｎ．Ｍさんの一早い通報にあり、絆の大事さを実感しました。 感謝です。 

 
 ◆ 一輪車クラブさんから 

一人でも多くの子供達に一輪車の楽しみを伝えたいと、呼びかけがありました。 

部員の卒業などにより、旭小児童による一輪車チーム作りにも支障が出ていることもあり、 
参加者大募集中です。 
興味のあるお子さんは、どうぞ２丁目の喜多昌幸さん(☎     )まで連絡して下さい。 

 

 

◎ 北会館活動サークルの紹介 

☆月曜日 整美体操「スマイル」 １０：００～１2：００   （ 武末 ） 

           囲碁サークル      １４：００～１７：００   （ 川口 ） 

☆木曜日 ストレッチ教室      １０：００～１２：００   （ 松岡 ） 

          いきいき百歳体操   １３：0０～１５：００   （ 中尾 ） 

☆金曜日 健康美体操       １０：００～１１：３０   （ 菅原 ） 

☆土曜日 書道クラブ        １０：００～１２：００   （ 新規募集はしていません ） 
  

※ 北町内会会員の皆様で、会館を利用されたい方は、下記までお申し込み下さい。  

（ 総務副部長 山田 ☎     ） 

 

ネットワーク夢ハートだより 



 

 
 

 

 

※ 日程は変更となることがあります。 
  

毎月 シネマサロン        （ネットワーク夢） 
 
２月 第１回研修会        （地震対策隊） 

２月 歩くスキー         （体育部） 

２月 ノルディックウォーキング  （ネットワーク夢） 
 
３月 春の子どもレクリエーション （青少年育成部） 

３月 ボランティア調整会議    （女性部） 

３月 恵望園ボランティア     （女性部） 
 
４月 新入学児童への祝い品贈呈  （文化厚生部） 

４月 春の健康ウォーキング    （体育部） 

４月 第２回研修会        （地震対策隊） 

４月 健康学習会         （ネットワーク夢） 
      
５月 春の一斉清掃        （環境衛生部） 

５月 お花のお届け        （福祉部）  

５月 第１回パークゴルフ大会   （体育部）  

５月 歌って笑ってさんぽ道    （ネットワーク夢） 
 
６月 講習会           （女性部）  

６月 恵望園ボランティア     （女性部） 

６月 第３回研修会        （地震対策隊） 

６月 楽遊会           （ネットワーク夢） 
 
７月 北町内会親睦交流会     （全役員） 

７月 第２回パークゴルフ大会   （体育部） 

７月末～８月上旬 夏休みラジオ体操 （青少年育成部） 
 
８月 第４回研修会        （地震対策隊） 
 
９月 秋の一斉清掃        （環境衛生部） 

９月 敬老祝い品のお届け     （福祉部）  

９月 第３回パークゴルフ大会   （体育部） 

９月 恵み野４町連親睦パークゴルフ大会（体育部） 

９月 恵望園ボランティア     （女性部） 

９月 恵み野町連防災交流会    （地震対策隊） 

９月 健康学習会         （ネットワーク夢） 
  
１０月 研修旅行          （女性部） 

１０月 第５回研修会        （地震対策隊） 

１０月 歌って笑ってさんぽ道    （ネットワーク夢） 

１０月 囲碁大会          （文化厚生部） 
 
１１月 作品展           （文化厚生部）  

１１月 楽遊会           （ネットワーク夢） 
 
１２月 冬の子どもレクリエーション （青少年育成部） 

１２月 恵望園ボランティア     （女性部） 

１２月 第６回研修会        （地震対策隊） 

１２月 年忘れもちつき大会（未定） 

 
  

平成２８年度 北町内会年間行事予定 



 

 

 

 
平成２８年度第１回役員会が、1月１７日（日）13：30より恵み野北町内会館において、四役、各専

門部正・副部長、監査役及び区長など役員５５名の出席で行われ、今年の活動がスタートしました。 
 
主な議事及び連絡事項は次のとおりです。 

 
議 事  （１） 恵み野北町内会主要事業計画 

〃   （２） 区長と班長の業務 

〃   （３） 回覧文書及び回収文書の作成と取扱い 
 

連絡事項（１） 四役の業務分担 

〃   （２） 恵み野北会館の使用方法 

       北町内会広報誌やホームページ記事・写真情報提供について 

〃   （３） 道町連共済と自治活動保険の要約 

〃   （４）恵み野北町内会３０周年記念事業について 
 

    
 

◎ 赤ちゃん誕生       松尾 悠太 様  長女 咲
さ

希
き

ちゃん 
       おめでとう          平成 28年 1月 11日生まれ 北 2丁目 

北條  裕 様  長女 六
りっ

花
か

ちゃん 
平成 28年 1月 12日生まれ 北 6丁目 

 

◎ 今月の町内会の動き 

月 日（曜）時間 内  容 場  所 摘  要 

2/ 1(月) 広報紙「きずな」２月号(82号)発行   

/13(土) 13:00 

/14(日)  ~15:00 

 

町内会費前期分納入日 

 

恵み野北会館 

 

会計部 

/16(火) 18:30~ ２月度総務部会 恵み野北会館 総務部 

 /20(土) 13:00~ 第 44回シネマサロン 「青い山脈」鑑賞 恵み野北会館 ネットワーク夢 

/21(日) 13:00~ 

    終了後 

第１回地震対策隊研修会 

２月度四役会議 

恵み野北会館 

同上 

地震対策隊 

四役 

 

◎ 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 

活躍等を募集します。 

◎ 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１回 北町内会役員会 

 
編集部 

からの 

お願い 


