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                                 文化厚生部 
 
 １１月１１日(土)・１２日(日)の２日間、北町内会館において「第１６回 北町内会作品展」が開催されました。 

 二紀展・新道展の入選作を含め、絵画・書道・写真・手工芸品・トールペイントなど北町内会員４０名の方々

から７１点もの作品を出展いただきました。 そのなかには、故清原伸子さん（５丁目）の遺作３点の水彩画も

展示させて頂きました。 

最終日の午後３時からは、高見眞理子さん（５丁目）ら萌季会の大正琴ミニコラボが催され、２０名の方が

楽しまれました。 そして、２日間で延１１０名の皆様に鑑賞していただきました。 ありがとうございました。 
 

  

  

     

  
※ ホームページには作品展の他の写真も掲載しています。 どうぞご覧下さい。 
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  会長 渡邉 三好  

 「最後の月１２月、冷たい霜を連れてきて、束の間に去りゆく年の暮れを告げる」 

詩人 T・ショエルの言葉ですが、一年の時を知らせてくれるカレンダーも大判では一枚、日めくりでは３６５枚が

残り３０枚と、何だかやせ細って余計に寒さと忙しさを痛感します。 

 今年は黒潮の大蛇行が見られ、以外に冬は暖かいという予測を裏切るように、突然ラニーニョ現象発生のニ

ュースも伝えられ、これは逆に寒い冬ということで、さて、どちらを信用していいのやら、何事もほどほどが一番

なのですが、寒暖のお天気がつづいてインフルエンザが流行の兆し。中でも稚内と千歳保健所管内が断トツと

いう報道もあり、さらに各地でオレオレなど特殊詐欺がここへ来て激増のニュースが耳に入ります。 

 身も心も凍るような事件も続発しています。何とかして明かるい年末を過したいですネ。 
 

♪+*☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

北の夢文庫「みんなの図書館」 ・・・ “開設一周年まつり”盛況！ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆*+♪    

 恵庭の町内会で初めて開設した「みんなの図書館」が、間もなく一周年を迎えます。  

そこで１１月２５日(土)午後１時、恵み野北町内会館で“記念まつり”を企画開催しました。 

 小雪がちらつく中、親子５家族を始め２６名が集まり会員による読み聞かせやクイズ、 

マリンバ演奏を楽しみました。  

読み聞かせは、沖野さん(７丁目)が東日本大震災の悲しい記憶を動物になぞらえた 

ジーンと来る一篇を始め三つの絵本を、浅野さん(１丁目)はグループの仲間とともに 

絵巻物や「はらぺこあおむし」など子供たちも良く知っているお話しをしていただき 

ました。 クイズでは正解ごとに参加者にジュースやお菓子などのプレゼントがあり、おおいに盛り上がりました。 

最後に、田所さん(１丁目)の素晴らしいマリンバ演奏に酔いしれて、第１回のまつりとしては大成功に終わった

のではと思った一日でした。 寒い中参加して下さったお母さん、お父さん、お子さんそして一般会員の皆さん、

本当にありがとうございました。 

    
沖野さん            浅野さんと仲間たち         田所さんのマリンバ演奏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

「第３２回恵み野北町内会定期総会」開催！ 

日時：平成２９年１２月１７日（日） 13：00～ / 会場：恵み野会館２階 
 

師走、インフルエンザ・特殊詐欺にご用心！ 

 

「年忘れもちつき大会」を開催！  
本年度の掉尾を飾る行事として、恵み野北町内会「年忘れもちつき大会」を開催します。 

 
◎日時：１２月２３日(土･祝) １１：００～  ◎場所：恵み野北町内会館 

⦿もちつき時間  ①11:00～  ②11:45～  ③12:30～ 
 

今回は、もちつき時間を３回に分けて行いますので、都合の良い時間帯にご参加下さい。 

詳細は、別添回覧をご覧下さい。 多くの皆様のご参加をお待ちしております。 
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リーダー 山田 利喜夫 

 会員の皆様、一年間“ネットワーク夢”の行事に暖かい応援を頂き、ありがとうございました。 最後を 

飾るのは「年忘れもちつき大会」で、２３日(土・祝)に行います。別添回覧で参加者を募集しますので、 

大勢参加していただいて楽しいお正月を迎えましょう。 

 その前に、９日(土)１３時から北町内会館で第６６回シネマサロンの上映があります。クリスマスには

欠かせない名作の一つで、サンタさんが幸せを運ぶ「三十四丁目の奇蹟」です。 

 今月の「みんなの図書館」は、いろいろ行事があるため開館予定が少ないことをご了承下さい。 

≪ 今月の朗報 ≫ 

☺ 恵庭市の今年度スポーツ功労賞の発表があり、個人スポーツ奨励賞の一人に恵み野 

中学校女子卓球部の村重花音さん(７丁目、１年)が選ばれ表彰されました。 

☺ 北海道中学校選抜卓球の千歳地区予選団体戦で、恵み野中学校女子が見事第１位を 

獲得、男子団体は惜しくも３位でした。 

☺ 恵庭市とニュージーランドのティマル市は、花を通じて友好姉妹都市を結んでおりますが、来年度の 

青少年交換派遣団の恵庭市からの３名の一人に植田帆海さん(７丁目、恵み野中１年)が選ばれ、１１月 

１８日の“恵庭市青少年育成市民のつどい”で決意表明をしました。 来年度ティマル市を訪れますが、 

ぜひ恵み野の美しさも PR して下さいネ。 

☺ 北海道統計調査員の山本由美子さん(３丁目)が、知事感謝状を贈られました。 

☺ 恵庭市社会福祉功労者として、三上勝郎さん(２丁目)が社協会長表彰状を受けられました。 
 
■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 

 北の夢文庫「みんなの図書館」  １２月の開館日時（都合でお休みする日もあります。） 
 

   ２日(土）、６日(水）、10日(日)、13 日(水）、16 日(土）、20日(水)  時間：午後１時～４時 

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

 

◎▽□ 楽遊会 手話落語に大爆笑の４０分！ □▽○ 

 「ネットワーク夢」恒例の楽遊会が、１０月２８日（土）恵み野会館で開催されました。 昨年は、土田

英順さんのチェロ演奏による東日本大震災復興支援チャリティーがお客さまを魅了、沢山の愛の善意を頂

き “じいたん基金” に寄託しました。  

今年は第２弾として、昭和の爆笑王で人気ナンバーワンだった林家三平さん最後のお弟子さんで、手話落

語家で福祉活動家でもある林家とんでん平さんを札幌市からお招きし、“長寿の妙薬、とんでん笑” を開き

ました。 札幌市議を二期勤め、障害者の方達のため手話落語をマスターし、デンマークやルーマニアなど

国際行脚をされるなど異色の落語家です。 東日本大震災や熊本地震にも毎年足を運び、笑いを通して健康

長寿・福祉の大切さを訴えておられます。 

当日はいろんな行事が重なった日で、参加者が３０名と少なかった

にもかかわらず、僅か４０分という短い時間を精一杯使われ、被災地

の模様、手話の小ばなしから “どんぐりころころの歌” を手話で教え

て下さるなど、始めから終わりまで ワハハ、ワハハ の涙が出るほど

の爆笑で、ご主人を亡くされた方から、「こんなに笑ったことは本当に

久しぶり。来てよかったわ！」とのご感想に心を打たれました。  

復興支援の愛の善意には ９,３３８円 も頂き、とんでん平さんに 

お渡ししました。 本当にありがとうございました。 
 

     

ネットワーク夢ハートだより 
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 文化厚生部主催の恒例「囲碁大会」が１０月２９日(日)１０時から 

催されました。 今回は１３名が参加され、熱戦が展開されました。  
  

優  勝  北川国尋 様 ２段（５丁目） ３勝 1敗 

準優勝  笠原良二 様 初段（６丁目） ３勝 1敗 

第 3位  林  吉明 様 ５段（２丁目） ３勝 1敗 

 

 
 
  １１月１９日(日)、北町内会館にて今年最後の役員会が開かれました。 会議には四役および各専門部の正・ 

副部長２６名が出席、主に定期総会に向けての議題が討議されました。 

(1) 第３２回定期総会議案協議について  

(2) 平成２９年度各専門部実施事業成果報告と決算について 

(3) 平成３０年度事業計画(案)及び予算(案)について 

(4) 平成２９年度一般･特別会計決算(案)及び 

平成３０年度一般･特別会計予算(案)について 

(5) 会則の一部名称変更について （地震対策隊 ⇒ 防災対策隊） 

(6) 年忘れ「もちつき大会」について 

◎ 町内会の動き 
月 日（曜）時間 内  容 場  所 摘  要 

12/ 1(金) 回覧版「北町内会だより」１２月号発行   

 / 2(土) 15:00~ 市民憲章と歩む市民の集い 市民会館 本間 

/ 3(日)  9:00~ 

    13:00~ 

冬の子どもレクリエーション（北・東合同） 

第６回地震対策隊研修会 

旭小体育館 

北町内会館 

青少年育成部 

地震対策隊 

/ 8(金) 18:30~ １２月度四役会議 北町内会館 四役 

 / 9(土) 13:00~ 第６６回シネマサロン 「三十四丁目の奇蹟」鑑賞 北町内会館 ネットワーク夢 

 /12(火) 14:00~ 定期総会資料印刷・綴込み 北町内会館 四役 

  /14(木) 15:30~ 市理事者･市町連役員懇談会、町内会長懇談会 市民会館 会長 

 /16(土) 15:30~ 恵み野町連第３回役員会・懇親会 西町内会館 町連役員 

/17(日) 13:00~ 北町内会第３２回定期総会・懇親会 恵み野会館 町内会役員、一般会員 

/18(月) ~ 20(水) 集団資源回収日 恵み野北全域 環境衛生部 

/23(土) 11:00~ 

     終了後 

北町内会「年忘れもちつき大会」 

北町内会役員反省会 

北町内会館 

北町内会館 

 

町内会役員 

/25(月) 18:30~ １月度前倒し総務部会 北町内会館 総務部 

12/28(木)～1/3(水) 年末年始休館 北町内会館  

1/ 7(日) 18:30~ １月度四役会議 北町内会館 四役 

/14(日) 13:00~ 平成３０年度北町内会第１回役員会 北町内会館 四役・監査・専門部・区長 

 

◎ 新会員のご紹介     仮屋園正樹様  10月 25 日入会    北 4丁目 

 矢幅 鉄治 様   11月 2日入会 北 2丁目 

 久野 健太 様 11月 23 日入会 北 5丁目 

◎ お悔やみ申し上げます  小野田美智子様 11月 11 日ご逝去 80歳  北 4丁目 

 阿部 光子 様 11月 11 日ご逝去 63歳  北 7丁目 

 樋口 利子 様 11月 20 日ご逝去 91歳  北 2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 ) 

第４回 北町内会役員会 

北町内会 囲碁大会 

編集部 
からの 
お願い 

 


