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女性部研修親睦旅行「増毛、海の幸とイチゴ狩りの旅」 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆*+♪    

 今回は、昨年好評だった「増毛の旅」を再度実施いたしました。 

 コーディネートさんを頼まずに増毛を知るために、山脇・山本両副部長が自腹で視察（？）に行
き、本当は土日しか開かないお店を当日に開けていただく約束を頂いたり、昨年とは別の海老丼
の美味しい店を発掘したりなど、自信を持った内容で計画できました。 
 
 ６月１５日(木)午前７時３０分、総勢６１名・バス２台での出発です。 
バスに乗っている時間が長いので少し心配もありましたし、スケジュールを小刻みに計画してい

たので、急ぎ足でバスに乗ったりお店に入ったりと、お疲れになった方もおられたようです。 でも
最後に、「愉しかったよ、ありがとう」と言われて一安心しました。 
 仲良しグループでの参加のほか、一人で参加された方も多か
ったですが、丁目を越えて楽しい時間を過ごされて更に親睦が
深まったようです。 

 毎年、親睦旅行を楽しみにされている方も多く、今回もこころ
に残る旅行であったなら幸いです。 
至らないところもあったかもしれませんが、次回もまた宜しく

お願いいたします。 
 

女性部部長 荒井智子、 同副部長 山脇裕子・山本由美子  
 

    
  

「集団資源回収」ご協力のお願い     環境衛生部 

７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、お配りしてあるチラシ（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。 
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会長 渡邉 三好  
 
 「それからやってきたのは、火が燃えたぎるように暑い７月で、身にまとう衣はすべて投げ捨てていた」 

イギリスの詩人コールリッジが強烈に表現した７月、今年のヨーロッパでは前倒しで猛暑に見舞われ、 

人々の暮らしはもとより動植物の生態にも深刻な現象がつづいています。 

 日本の夏も、梅雨の前半沖縄に集中した雨。 一方カラ梅雨気味の本州・九州・四国方面が一転、１ヶ月

分を一日で観測する豪雨もあり、今年も異常気象なのかと心配です。 

 さて、町内会活動はここまで“子供レク、清掃・花植え、パークゴルフ、研修旅行”など、専門部の行事

がすべて円滑に行われ、会員さんに楽しんで頂きました。 

 そしていよいよビッグイベント、２６回目の親睦交流会まで一週間となりました。 昨年は２５回記念を

３０周年祝いに重ねて予算を増額し、優勝トロフィーの授与や熊本地震復興支援などを織り込んで実施しま

したが、今年の嬉しい話題は、ノースガーデン(５丁目)地区から７世帯が町内会へ入会、うち４世帯の方が

早速参加申し込み下さいましたし、ほかの丁目からも複数のご家族が初参加です。 さらに、今回初めて北

海道文教大学ボラ部の男女学生４人が手伝って下さることになり、新しい仲間がどんどん増えてゲストを含

めておよそ９００名の参加となります。 嬉しい悲鳴ですが、今はただ当日の好天を祈るのみです。 
 
【お知らせ】 

○ ６月、恵み野中央公園で男女２人が子どもに、２丁目と６丁目で３０代の男が女装して女性に 

つきまとう事件が相次ぎました。 もうすぐ夏休みを迎えますので、事故や変質者に十分お気を 

つけ下さい。 

○ 今年も社会福祉協議会から、支えあい事業の第一次助成金５万円の交付がありました。 

○ 皆様にお願いしていました生活改善要望は、道路や公園などに関して１３件が寄せられ、市に 

 提出しました。 ９月ごろ中間の回答があると思いますのでお待ち下さい。 

○ ９月はじめごろ、１丁目おおぞら公園の美化整備でワークショップを開きます。 公園近くの 

皆様のご協力をお願いいたします。 

  ○ 会員の方から電子レンジのご寄贈がありました。 会館に設置して愛用させて頂きます。 

 

リーダー 山田 利喜夫 
 
 会員のみなさま、今年も半分が過ぎました。 好調だった方はそのままの勢いを、不調だった方も巻き返しは

十分間に合います。  

「添う心、つよい絆、つなぐ夢」の昨年の合い言葉を忘れずに、これからの暑い夏を乗り切って下さい。 
 
◇ 「ネットワーク夢」 ７月の行事 

❀“第６１回シネマサロン” ２２日(土) 午後１時から 「祇園囃子」鑑賞です。 北町内会館にて。 

✿ “みんなの図書館” は、今月から土曜日だけでなく空いている日曜日にも開館します。 

７月１日(土)、２日(日)、１５日(土)、１６日(日)、２３日(日)、２９日(土) 午後１時から。 

＜今月の朗報＞ 

☺ 札幌の「よさこいソーランまつり」で、恵庭紅鴉が初めて、恵庭紅鴉ジュニアが２年連続でともに優秀賞に 

輝きました。 

☺ 学校時代、病気と闘っていた梅野智貴さん (２３歳、６丁目)が、「僕のひらめきの世界・生き物たちに学ぶ」 

を自費出版。 興味ある方は図書館でご覧下さい。 

☺ 恵庭市中体連夏の大会で、恵み野中生徒は各種目で活躍。 卓球の男子シングルスで野登洋太さん(７丁目) 

 が堂々第１位。 

☺ 野球の恵み野ロイヤルズは、ホクレン旗とスタルヒン杯地区大会で優勝しましたが、ブロック大会が同日開催 

のためスタルヒン杯にしぼりましたが、惜しくも決勝で敗退し全道大会には進めませんでした。 
 

皆さん、おめでとうございます。 

新しい仲間も参加 親睦交流会で楽しい一日を！ 
           ・・・７月８日(土)１０時３０分開始 

ネットワーク夢ハートだより 
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 【５月に行われた行事】 
 

                            - 体育部 - 
 
５月２８日(日)、恵み野北町内会第１回パークゴルフ大会が恵庭中央ＰＧ場にて開催されました。 

 参加者は２９名(男性２２名、女性７名)で、グランドコンディションが前日の雨の影響により最悪だったにも

かかわらず、日頃の練習の成果を十分に発揮、３６ホールを楽しくプレーされました。 

 結果は以下のとおりです。 おめでとうございました。 
 

男子優勝 林  吉明さん （２丁目） 

〃 ２位  飛塚 周一さん （２丁目） 

〃 ３位  三浦 正敏さん （６丁目） 
 

女子優勝 山本 静江さん （２丁目） 

〃 ２位  井口トモ子さん （７丁目） 

〃 ３位  瀬川 勝代さん （５丁目） 
 
 第２回は、７月２９日（土）に開催予定です。 詳細は別紙回覧をご覧下さい。 

 

 【６月に行われた行事】 
 

 
 
 ６月１８日(日)１３:００から恵み野北町内会館にて「第３回地震対策隊研修会」が、隊員３５名の出席で実施

されました。  研修内容は下記のとおりです。 
 

(1) 各丁目「見回り活動」状況報告 

(2) テント仮設、車椅子・担架搬送避難訓練 

(3) 親睦交流会防災コーナーについて 
 
 先月の「北町内会だより」でお知らせしたように、地震対策隊用の

資機材購入を恵庭市に承認され、軽量テント１張・車イス１台・折りたた

み担架１架を揃えました。 

 今回の研修会では、隊員を３班に分け、災害発生直後を想定し、全

員が３つの資機材の使用体験をして、イザに備える大きな財産となり

ました。 

 なお、８日の「親睦交流会」では防災コーナーに展示し、テントは本

部用テントとしてご覧頂きます。 

   
 
 

 人材ナビ  お待ちしています  
 
◎ 福祉部の５丁目副部長さんが退任され、空席の１丁目副部長さんと合せて２名が欠員となっています。 

  １丁目と５丁目の方で、年齢性別不問です。 自薦他薦、ぜひご一報下さい。 
 
◎ ８月２０日(日) 「第２回えにわ花トリム･ラン」で、ランナーの走路警備誘導ボランティアを募集しています。 

     高校生以上どなたでもＯＫです。 ご一報下さい。     

北町内会館のポスト投函か FAX (37-7800)へどうぞ。 

 

第３回 地震対策隊研修会 
 

第１回 パークゴルフ大会 
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６月１１日(日) １３：００から、北町内会館にて役員・区長４７名が 

出席され、「第３回恵み野北町内会役員会」を行いました。 

議題は下記のとおりです。 
 

 (１) 第２６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) 秋の一斉清掃について 

 (4) 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（土） 

〃   12:00~  

回覧版「町内会だより」７月号発行 

恵み野西町内会交流会 

 

中央公園多目的広場 

 

会長 

/1~2(日)  13:00~ 「みんなの図書館」 北町内会館 ネットワーク夢 

/ 7（金）10:00~ 市町連第５回役員会 市民活動センター 会長 

 / 8（土）10:30~ 北町内会第２６回親睦交流会 冒険公園  

/ 9（日）10:30~ 〃     予備日 冒険公園  

/11（火）18:30~ 

/11（火）~20（木） 

市民の広場「ゴミについて考える」 

夏の全国交通安全運動 

恵み野会館 

市内各所 

会長、会員どなたでも 

防犯交通部、区長 

/13（木）10:00~ エコバス新路線・新ダイヤ（案）説明会 市民会館 会長 

/15~16(日) 13:00~ 

〃   13:00~ 

町内会費(後期)の納付 

「みんなの図書館」 

北町内会館 

北町内会館 

会計部 

ネットワーク夢 

/18（火）18:30~ ７月度総務部会 北町内会館 総務部 

/21（金）18:30~ ７月度四役会議 北町内会館 四役 

/22（土）13:00~ 

〃   19:00~ 

第 61 回シネマサロン「祇園囃子」鑑賞 

「すずらん踊り」講習会 

北町内会館 

恵み野中体育館 

ネットワーク夢 

/23（日）13:00~ みんなの図書館 北町内会館 ネットワーク夢 

/25（火） 6:30~ 

〃   18:30~ 

ラジオ体操第１日目（北･東合同） 

南 23 号市道補給処前線渋滞対策説明会 

旭小学校グラウンド 

恵み野会館 

青少年育成部 

会長、会員どなたでも 

/29（土）13:00~ みんなの図書館 北町内会館 ネットワーク夢 

/30（日）10:30~ 恵み野夏まつり（すずらん踊り） 恵み野駅前通り ３６名参加予定 
 
 

◎ 新会員のご紹介 丹野 龍介 様    4月 9日入会 北 5丁目 

〃 小田 純平 様    4月 14日入会 北 5丁目 

〃 大沼 洋 様    5月 29日入会 北 5丁目 

〃 谷  吉崇 様    5月 29日入会 北 5丁目 

〃 遠藤 貴之 様    5月 29日入会 北 5丁目 

〃 秋田谷健司様    5月 29日入会 北 5丁目 

〃 中倉 寛人 様    5月 29日入会 北 5丁目 

〃 近藤 貴志 様    6月 5日入会 北 4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３回 恵み野北町内会役員会 

編集部 
からの 
お願い 

 


