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２月１９日（日）開催の第１回地震対策隊研修会にて、今年度の「見回り活動」 

について検討致しました。 

昨年の実施経験を生かして以下のような内容（案）となっていますが、活動する 

隊員が少ないのが大きな課題です。 

大事な取組みですので、今後活動しながら充実させていきたいと考えています。 

皆様からもご意見をお寄せください。 
 

丁目 活動ｽｹｼﾞｭｰﾙ／時間帯 活動内容 活動人員 集合場所 他活動との連動／要望･課題 

１丁目 

５月～１０月、第３水曜日 

・５月～９月 17:00～ 

・１０月     16:00～ 

 

・防犯･防災活動･安否確認 

 

１０名、 

２組に 

分ける 

 

おおぞら 

公園 

・何かあった時の対応検討 

２丁目 

４月～１１月、月２回 

第２･第４土曜日 

17:00～18:00 

 

・見回り活動 

（独居宅訪問） 

 
 

おおぞら 

公園東側 

 

３丁目 

４月～１１月、月１回 

最終土曜日 

15:00～16:00 

・独居宅訪問 

・防犯資料の配布 

・見回り時の声かけ(屋外) 

 
 

恵み野野 

球場ﾄｲﾚ横 

・犬の散歩者は毎日(２名） 

４丁目 

４月～１１月、毎週月曜日 

・昼間 14:00～ 

・夕暮 18:00以降 

・声掛け、安全確認 

（ｶﾞﾚｰｼﾞの空いている家、 

   高齢者世帯、子供達） 

 

４名 

 

北町内会館 

・「地震対策隊」の名称を 

「防災対策隊」へ変更 

・実働訓練を体験したい 

５丁目 

 

４月～１１月、月１回 

第２土曜日、16:00～ 

・ﾀｲﾔ等の盗難･空巣予防 

・一人暮らしの安否確認 

・対策隊員間の情報確認+ 

  

北町内会館 

・一人暮らしの方の名簿が 

欲しい 

６丁目 

４月～１１月 

月１回 or２ヶ月１回 

土曜日 or日曜日、17:00～ 

 

・チラシ作成（タイヤ泥棒） 

してポスティング 

 

５名 

 

恵み野森 

公園 

・隊員が少ないので、広報紙

に募集記事掲載 

 

７丁目 
４月～１１月、月１回 

第４金曜日、16:00～ 

 

・見回り活動 ３～４名 
対策部長 

宅前 

 

 
 

地震対策隊 隊員募集中!! 
  

災害が起きた時の行動やその備えなどを学んでいただくために、地震対策隊を組織しています。 
年６回の研修会参加が主な任務で、その際には情報提供などもさせていただいています。 

難しい内容ではありませんので、一人でも多くの方に参加していただきたく、隊員を募集中です。 

興味を持たれた方は、対策隊員や役員へお申し出下さい。 また、氏名・連絡先のメモを、北町内会館 

のポストへ投函か、ＦＡＸ（37-2326）をお願いします。
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「見回り活動」計画について 
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会長 渡邉 三好  
 
 「…４月は気まぐれな月。まず驟雨がやってきて、それからまぶしいほどの太陽の光がかがやき始める」
詩人 L・H・リー作 

 「一年の長さが四季で完成するように、人間の心にも四つの季節がある。まず、生き生きした春があり、
澄んだ空想力がやすやすとすべての美を取り入れる…」詩人キーツ作「詩人の手紙」より 

 年度末、卒業や異動でともすれば「涙と辛さ」が交差した３月が過ぎ去り、入学式や入社式がつづく４月
は、新たな出会いに希望の胸をふくらませる輝きの季節です。 
 
○「北の夢文庫みんなの図書館」 

   町内会創立３０周年記念事業で昨年末開設した喜びの気持から、恵み野旭小学校と恵み野中学校に 

１万円を贈りましたが、３月の市議会の承認を受けて市からの助成を加え共に２万円が配布されました。 

    先日、旭小図書委員長の長島翔太さんと恵み野中図書常任委員長の中島遥さんからお礼の手紙をいた 

だきました。北町内会館に掲示しておりますので、どうぞご覧下さい。 

○「恵庭市防災ガイドブック全戸配布」 

  あの東日本大震災から６年。復興のテンポの遅れにいらだちを感じますが、恵庭市の新しい防災ガ 

イドブックが出来上がり、数日前に全戸配布、お手元に届いたことと思います。 ぜひ詳しく読んで 

頂き、目立つ場所に保管して下さい。 なお国の指示で基準の変更 

があり、時期未定ですが「ハザード新マップ」の配布があります。 

○「車イス体験」 

  今月１６日(日)１３時から行う地震対策隊第２回研修会で、 

「車イス体験」を実施します。 どなたでも参加できますので、 

車イスについて関心のある方は、どうぞお出かけ下さい。 

 

リーダー 山田 利喜夫 
 
 「暑さ寒さも彼岸まで」とは、冬から春への移り目のしるしとして昔から伝えられることわざ。 本州方面では

この時節、あいさつ言葉としてお互いに使われており、「寒さの果ても彼岸まで」とか「大雪も彼岸、小雪も彼岸」

とも呼ばれ、三寒四温の微妙な変化を象徴した感じですが、残念ながら桜の開花が例年一ヶ月以上おくれる北

国では、彼岸のことわざは全く通用しません。 春分の日にお墓参りの姿は余り見られず、テレビで伝えられる風

景もスコップで雪をかき分け長ぐつスタイルで手を合わす家族・・・といった感じですね。 

そしてこの時期で一番気をつけなければならないのが「乾燥」。 これが体調不良や火災事故の大きな要因

ともいわれます。 特に最近起こる火災事故では死亡につながるケースが増加。 しかも高齢社会の現状を反映

し、老齢者夫婦や身体に障害をお持ちの方の死亡が目立っています。 

北町内会では今年これまでに７名の高齢者が旅立ちされています。 お悔やみを申し上げます。 
 
◇ 「ネットワーク夢」 ４月の行事 

❀第５８回シネマサロン １５日(土) 午後 １時から 「陽のあたる教室」鑑賞 北町内会館にて 

･･･３０年にわたる音楽教師と家族、生徒とのヒューマンドラマです。 大勢のおいでをお待ちしています。 

✿「春の健康学習会」  ２６日(土) 午前 10 時より 北町内会館にて 

･･･今回のテーマは“生活習慣病予防”です。 恵庭市保健センター桑原保健師さんらの講話と、体脂肪、 

血圧の無料測定もあります。 入場無料、どなたでも歓迎です。どうぞお出かけ下さい。 
 
＜今月の朗報＞ 

☺ 恵庭市内書写展の恵み野中学校入賞者４名のうち３名が北町内会の生徒さんで、学文連会長賞に伊藤麻杏

さん(１丁目、２年)、最優秀賞に安齊心さん(７丁目、１年)と熊谷菜々夏さん(７丁目、３年)でした。 伊藤さんは

「初志」、安齊さんは「天地」、熊谷さんは難しい漢詩を。 みなさん女子とは思えない力強い筆の運びでした。 

☺ 謹慎書道会展で、末永寿泉(美智子、１丁目)さんが昨年につづいて秀逸賞でした。 １回の特選を含む５年連 

続の受賞です。 天性と努力、ますます磨きがかかっての入賞に頭が下がります。 

☺ エルム楽器の第９回ジュニアピアノコンサートで、生徒の桑本彩音さん(７丁目)がヘンデルの「愉快な鍛冶屋」

を演奏。 “とても緊張しました”ということですが、熱演に拍手一杯でした。 

☺ ２０１６年度恵庭市スポーツ少年団の表彰式が行われ、優良団員２４名の中で恵み野ミニバスの野竹陽向さん 

(２丁目)が選ばれ、長年指導をされている長坂文彦さん(７丁目)が育成指導者表彰を受けられました。 

みなさん、本当におめでとうございます。  

別れと出会い…リフレッシュで「健幸」な 4月を！ 

ネットワーク夢だより 
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■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 

 北の夢文庫「みんなの図書館」  ４月の開館日時（都合でお休みする日もあります。）   
 

      １日（土）、８日（土）、２２日（土）、 ２９日（土）  午後１時から４時まで       

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

 

 
 

平成２８年度の「集団資源回収」の集計がまとまりましたので、報告いたします。 

残念ながら、前年度より１０，３８８円の減収となりました。 今年度も、より一層のご協力をお願い致します。 
 

◎総見込額（回収額＋奨励金）     ７７３，３５１円 ＜前年実績 ７８３，７３９円＞ １．３２％DOWN 

  ・資源回収見込額          ４１１，３５１円 ＜前年実績 ４１６，７３９円＞ １．２９％DOWN 

  ・市からの年間奨励金(予定)   ３６２，０００円 ＜前年実績 ３６７，０００円＞ １．３６％DOWN 
 

 
 

「集団資源回収」ご協力のお願い     環境衛生部 

４月は   １８日(火) ⇒ 北６・７丁目  １９日(水) ⇒ 北１・２丁目 

２０日(木) ⇒ 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。 

 
  家庭ゴミのうちでスプレー缶・カセットボンベの穴あけが 4月 1 日から不要となりました。 

ただし、 ・中身は完全に使い切ること 

・恵庭市指定の燃やせないゴミ袋に入れること 

・割れ物・刃物とは別にし、キケンと書くこと  以上は、今までと同じです。 
 

※ 市役所廃棄物管理課・島松支所・恵み野出張所での取り扱いは、出来なくなりました。 

　○平成２８年　上期資源回収状況　（２8.４ ～ ２8.９）

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

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

　＊市からの上期奨励金　186,600円　< 新聞紙類56,154.1㎏×3円、雑紙3,030㎏×6円  (100円未満切捨て) >

　○平成２８年　下期資源回収状況　（２８ .１０ ～ ２９.３）

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

１０月 25,760 800 4,410 325 168 800 330 32,593 8,564.2 8,954.2
１１月 28,160 1,600 4,410 300 90 1,000 390 35,950 9,571.0 10,111.0
１２月 28,080 1,200 5,250 250 117 1,000 480 36,377 9,657.3 9,937.3
１ 月 25,200 1,160 5,760 250 120 1,200 300 33,990 9,038.0 9,548.0
２ 月 22,720 820 4,320 300 141 1,000 150 29,451 7,722.9 8,052.9
３ 月 25,200 2,500 4,860 200 96 1,000 390 34,246 9,412.4 9,622.4

下期計 155,120 8,080 29,010 1,625 732 6,000 2,040 202,607 53,965.8 56,225.8
年 計 314,080 18,380 57,480 3,285 1,341 9,045 7,740 411,351 110,119.9 115,409.9

　＊市からの下期奨励金（予定）　175,400円 <新聞紙類53,965.8㎏×3円、雑紙2,260㎏×6円  (100円未満切捨て) >

　 <参考> 平成２７年 資源回収状況　

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

上期計 154,040 9,480 28,980 1,150 471 5,000 3,120 202,241 54,539.9 56,869.9
下期計 166,000 10,960 27,480 1,245 768 5,300 2,745 214,498 57,713.2 60,443.2
年 計 320,040 20,440 56,460 2,395 1,239 10,300 5,865 416,739 112,253.1 117,313.1

　＊市からの年間奨励金　367,000円　<上期 177,500円 ・下期 189,500円 >
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平成２８年度 資源回収状況報告 会計部 
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４月から恵み野旭小学校に入学される新１年生は、72 名(北町内会３０名、 

東町内会４１名、西島松１名)の予定です。 正式には 4月 1 日現在の実数が 

原則ですが、72名確定となれば 1 年生が 3クラスとなり、10年ぶりぐらい 

でしょうか。 嬉しいことですね。 

北町内会としては大変喜ばしく、渡邉会長・山田総務副部長・塩野青少年 

育成部長が入学式に出席させていただきます。 

また、入学のお祝い品を３月２７日から順次お届けしています。 どうぞ楽しみにお待ち下さい。 
 
◎ 国・北海道・恵庭市関係団体で活動している町内会役員を紹介（追加） 
 

○ 恵庭市空家等対策協議会 委員         渡邊 三好（会長） 

○ 恵み野中学校 学校評議員              石山 香織、 恩田 文恵（福祉部副部長） 
         
◎ 学校人事のお知らせ 
 

○ 恵み野旭小学校校長 福田幸一 さんが、江別市大麻東小学校校長へ転出。 

◎ 千歳市支笏湖小学校校長 山崎信哉 さんが、恵み野旭小学校校長で着任。 

○ 恵み野旭小学校 長坂文彦 先生が、石狩市紅南小学校へ転出。 

○ 恵み野中学校教頭 伊東優子 さんが、千歳市望来小学校校長へ転出。 

◎ 江別市江別第一中学校教頭 城野文久 さんが、恵み野中学校教頭で着任。 
 

◎ 今月の町内会の動き 
月 日（曜）時間 内  容 場  所 摘  要 

4/ 1（土） 

         13:00~ 

回覧板「北町内会だより」４月号発行 

「みんなの図書館」 

 

北町内会館 

 

ネットワーク夢 

/ 3（月）18:30~ 恵み野花協幹事会 きゃろっと 会長 

 / 6（木）10:30~ 

13:30~ 

18:30~ 

6(木) ～ 15(土) 

恵み野旭小学校入学式 

恵み野中学校入学式 

恵み野花協役員会 

春の交通安全運動 

恵み野旭小学校 

恵み野中学校 

きゃろっと 

市内各所 

会長、山田、塩野 

会長、有沢、鈴木、石山、恩田 

会長 

防犯交通部 

 / 8（土）13:00~ 

     14:00~ 

「みんなの図書館」 

交通事故抑止大会 

北町内会館 

市民会館 

ネットワーク夢 

会長 

 /10（月） 9:30~ 北むつみ会定期総会、懇親会 恵み野憩の家 会長 

/12（水）16:00~ 町連第１回会長・総務部長会議 西町内会館 会長、本間 

/14（金）18:30~ 総務部会 北町内会館 総務部 

/15（土）13:00~ 第 58 回シネマサロン「陽のあたる教室」 北町内会館 ネットワーク夢 

/16（日）13:00~ 地震対策隊第 2 回研修会 北町内会館 地震対策隊 

/19（水)  18:30~ ４月度四役会議 北町内会館 四役 

/22（土） 9:00~ 

         13:00~ 

北･東合同「春の子どもレク」 

「みんなの図書館」 

旭小学校体育館 

北町内会館 

青少年育成部 

ネットワーク夢 

/26（水）10:00~ 「春の健康学習会」 北町内会館 ネットワーク夢 

/29（土）13:00~ 「みんなの図書館」 北町内会館 ネットワーク夢 
 

◎ 誕生おめでとう    山田 篤 様   長男 侑ノ介ちゃん  3月 4日生まれ  北 4丁目 

◎ 退会のご報告         金子千恵子様    ㍻ 28年 12月 31日退会   北 2丁目 

◎ お悔やみ申し上げます   室谷 正雄 様 2 月 18日ご逝去 85歳  北 3丁目 

 山内 一義 様 3 月 8日ご逝去  80歳    北 7丁目 

 五十嵐キミ様 3 月 12日ご逝去 85歳  北 2丁目 
 板谷 静夫 様 3 月 22日ご逝去 90歳  北 3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 ) 

文化厚生部より お知らせ 

 

編集部 
からの 
お願い 

 


