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７月８日(土)、第２６回恵み野北町内会親睦交流会が、町内会員８００名の参加で行われま

した。 雲一つ無い快晴のためか、申込みより１２０名ほども参加者が少なかったのですが、

熱中症などの事故も無く、２丁目の総合優勝で盛況のうちに終了することができました。 

お疲れ様でした。 
 

   
         会長あいさつ              市長来訪               紅白玉入れ 
 

   
     オタマでピンポン玉リレー              対抗尻相撲              幼児ゲーム 
 

   
綱引き               防災ゲーム            総合優勝は、２丁目！ 

 
※ 他にも多くの写真をホームページに掲載します。 どうぞご覧下さい。 

 

 

 

 

 
 
 

 
本行事開催にあたり、町内会役員をはじめ各区長の皆様、ボランティアをしていただいた皆様及び「ネット 

ワーク夢」のハートさんなど、ご協力・ご支援に対して深く感謝申し上げます。 

さらに、公私ともどもお忙しいなか、恵庭市長、恵み野東・里美町内会会長、南町内会総務部長、恵み野 

旭小学校校長、恵み野商店会会長、恵み野北むつみ会会長各位のご臨席を賜り、厚く御礼申し上げます。 

第 2６回 恵み野北町内会親睦交流会 
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会長 渡邉 三好  
 
「寒いですね」。 道産子はこのあいさつに馴れていますが、「暑いなあ」の会話はいまひとつかみ合

わない例年の言葉ですが、今年ばかりはぴったりの表現で、先日の親睦交流会でもお子さんサービス

用の中村燃料店様からのかき氷に、大人の会員さんから「お金を出してもいいから食べたかった！」と

いう声が聞かれました。（とにかくお天気次第という条件だけにポンと解決するわけにはいきませんが、

来年の検討課題の一つにしたいと思います。） 

日本列島も北・南ところ変らず真夏日、猛暑日が続出し、熱中症の病院搬送 

者は昨年より１０倍も多く、特に高齢者が注意しなければならない熱中症は、 

意外にも家の中での発症が半分ほどだと言うことですから、「暑さをあまり感じ 

ない、汗も大してかかない、ノドの乾きも自覚なし」こんな状態の人こそ、少し 

塩分のある水分をこまめに補給することに集中して下さい。 

交通事故・海山の遭難・住宅火災による犠牲者も目立っています。 しかし 

これを暑さのせいにするのは無理ですね。 交通事故はわき見・前方不注意など、海山のアクシデント

は計画や判断力の甘さ、さらに火災死亡は寝タバコや逃げおくれといった、いずれも「注意１秒、ケガ

一生」のことわざどおり、「一瞬のミス」が主な原因であることは明らかです。 

 幸い、恵庭市は６月初めに交通事故死ゼロ３００日を達成し、この原稿を書いている日まで亡くな

った人はいません。 このまま年末まで続けば５００日連続ゼロとなります。 ぜひ車も人もゆずり合

いの心で夢を実現してほしいですね。  

また火災に伴う犠牲者も今年はゼロとなっており、こちらもこのままゼロを重ねていきましょう。 

そして夏休み。 暑い中でも各地へ出かけることが多くなりますが、基本的にはどんな病気の予防も

「手洗い」が大切ですと医師のお話し。 お子さんの手足口病も、この近辺では恵庭が一番患者の発症

が少ないとのことです。 みんなで大切なお子さんを守りましょう。 

ところで、いのちといえば毎日のように有名人や著名人の訃報が報道されておりますが、もっとも

ショックな悲しみは、「老人力」と「生活習慣病」の名付け親であり１０５歳を生涯現役として貫かれ

た日野原重明先生とのお別れです。 心からご冥福をお祈りいたします。 
 

今回もお知らせがいろいろあります。 どうぞ町内会活動をご理解ください。 

○ 北町内会親睦交流会については第１面でも詳しく紹介していますが、震災復興義援金 13,911 円を

日赤に募金。 １０月のネットワーク夢では再度チャリティーを企画しました。 詳細は第３面をご

覧下さい。 

なお親睦交流会の模様は、９月発行の恵庭市町連会報『つなぐ』の「夏祭りコーナー」にも組み込

んでもらいますので、そちらもご覧下さい。 

○ １年近く閉店だった１丁目の「セイコーマート恵み野北」様が新装オープン、町内会の特別会員と

して入会されました。 

○ ノースガーデン北５丁目地区は２０戸ほどの新居が完成し、これまで８世帯の方が町内会員となら 

れました。 今後も多くの入会が予想されますので、来年から該当の５区は新たな区割りとなります。 

○ 春に植栽した恵み野５号線通りの花が鮮やかな彩りを見せていますが、花の街並み推進事業と植樹

桝管理事業合わせて５万５千円の補助金が認められ、年末には交付されます。  

また、今年も恵み野旭小学校と恵み野中学校の花壇整備助成として１万円づつを寄贈。 ４日前の

７月２８日、一斉に花壇コンクールの審査が行われました。 発表と表彰は来年２月と先になります

が、楽しみですね。 

○ 市民の足である「エコバス」のさらなるサービス向上に向けて、来年の試行３０年度本格運行案が

発表されました。 現在の４台を６台に増車、８の字に走っているコースを円循環路線に変更、総延

長距離や運行時間を短くするといった内容です。 

統計によりますと、利用者が増える冬場で一番多いのはＪＲ恵み野駅で、そのほか恵み野東７丁目、

図書館、恵み野病院などが上位に入っています。 ちなみに北町内会区域の１丁目、５丁目、旭小学

校は、コースもバス停位置も変動はありません。 

猛暑の８月 熱中症も事故・災難も完封だ！ 
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リーダー 山田 利喜夫 

✿ 今月１１日(祝)・１２日(土)の２日間、１８時３０分から図書館裏の多目的広場で「恵み野町連納涼盆踊り」が 

催されます。  夏の夜の盆踊りの輪に、どうぞ大勢の皆さんで踊りましょう。 

✿ 今月の第６２回シネマサロンは、８月１９日(土)１３時から北町内会館で開催。 

終戦直後に乙女たちを襲った戦争秘話「氷雪の門」の上映です。 どうぞお出かけ下さい。 
 

✿  予 告  

  １０月２８日(土)午前１１時から恵み野会館にて「楽遊会」を開きます。 

  ゲストに手話落語家、震災復興支援活動をされている林家とんでん平さんをお招きし、東日本大震災・ 

熊本地震復興支援のチャリティーとして催します。 午前の行事ですので、お間違えのないように！ 
 

【 今月の朗報 】 

☺ 北海道卓球千歳大会女子１３歳以下シングルスで、村重花音さん(７丁目、恵み野中１年)が優勝。 

☺ 石狩管内中体連で、恵み野中はサッカーと女子バスケットボールで優勝、卓球女子は準優勝でした。 

☺ 野球の恵み野ロイヤルズは、猛暑や雨をものともせず、４年生以下がゼット 

スポーツ旗争奪で参加２０チームから堂々準優勝。 ５・６年チームもむらもと旗 

で優勝、恵庭三四会旗準優勝。 ともに素晴らしい夏の思い出を作りました。 

☺ 陸上の北海道マスターズ千歳記録会の男子７５歳～７９歳の４００メートルで、 

喜多昌幸さん(２丁目)が１分２０秒６０をマーク、堂々第１位となりました。 

☺ スキーの勢藤優花さん(ハイテクＡＣ)が、サマージャンプスキー国内開幕戦で初優勝。 

皆さんの暑さを吹き飛ばす大活躍に大きな拍手を！！ 

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

北の夢文庫「みんなの図書館」     ･･･開館日を拡大･･･ 
 

   昨年末開設した北町内会館内の「みんなの図書館」は、７月から土曜日と日曜日が開館となり 

月３回から６回ほどに増やすことが出来ました。 毎回の来館者は１０名ほどで推移しています。 

   「夏から秋の間で第１回図書館まつりを開ければなー！」とアイデアを企画中です。「読み聞 

かせや読書ラリー、感想文募集などいろいろ幅広い内容で大人も子供も楽しんでいただける１日 

を！」と夢を描いています。 

   面白い提案や一緒に活動をして頂ける方を募集しています。 “ネットワーク夢”の山田か渡辺 

までお知らせください。会館のポスト投函か FAX(37-7800)でもＯＫです。お待ちしています。 
 

８月の開館日時（都合でお休みする日もあります。）   
 

   ５日(土）、６日(日)、12 日(土）、13日(日)、20日(日）、26 日(土)  午後１時～４時 
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■ 

 

８月２７日(日) 地震対策隊研修会は「ミニ避難訓練」を体験します。 
 

２７日(日) の第４回地震対策隊研修会は「クロスロードゲーム」の予定でしたが、防災資機材が増えた 

事もあり、また町内会の避難所として指定されている恵み野旭小学校体育館をお借りすることが可能と 

なりましたので、「恵庭で震度６の地震発生」を想定し、北町内会館と旭小学校を連携させ車椅子・担架・ 

テントなどの搬送・架設・炊き出しまでの初期・初動訓練を実施することにしました。 ぶっつけ本番の形 

になるかも知れませんが、多くの対策隊員の参加を期待しています。 また、一般会員の皆さまの見学・ 

参加を歓迎しますので、どうぞご自由に２７日(日)午後１時ごろまでに北町内会館へおこし下さい。 

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 

のポストへ投函していただくか、ＦＡＸ（37-7800）でもＯＫです。 お待ちしております。 

ネットワーク夢ハートだより 
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    ９月１日（金）10 時、北海道シェイクアウト（自主参加型の一斉防災訓練）開催    
                                              
   誰でもどこでも1分程度、                               

①姿勢を低くし  ②手や腕で首や頭部を守り  ③揺れが収まるまでじっとする 

                 この 3 つの行動を順序よく行ってください。   
                                                
   ９月１日の前後２週間位を北海道が実施期間としていますので、サークルの集まりがある方は、 

その時に全員で行って頂きたいと思います。  
 

 

◎ 「夏休みラジオ体操」のお知らせ   - 青少年育成部 -       
 ７月２５日(火)から８月３日(木)まで、朝 6時 30分(6時 15分集合)から、 

恵み野旭小学校グラウンドにて「夏休みラジオ体操」を行っています。 

 参加カードは会場で配布しています。  
 

◎ 今月の町内会の動き 
 

月 日（曜）時間 内  容 場  所 摘  要 

8 / 1（火） 広報紙「絆(きずな)」８月号発行（全戸配布）   

/ 5（土）12:30 ~ 恵み野町連役員パークゴルフ大会 恵庭中央ＰＧ場  

/5~6 (日)  13:00~ 「みんなの図書館」 北町内会館 ネットワーク夢 

/11（祝）18:30~ 恵み野町連納涼盆踊り１日目 多目的グラウンド  

/12（土）18:30~ 恵み野町連納涼盆踊り２日目 多目的グラウンド  

/12~13(日) 13:00~ 「みんなの図書館」 北町内会館 ネットワーク夢 

/19（土）13:00~ 

〃  15:30~ 

第６２回シネマサロン 「氷雪の門」鑑賞 

恵み野町連第２回役員会・懇親会 

北町内会館 

西町内会館 

ネットワーク夢 

恵み野町連役員 

/20（日） 9:00~ 

〃  13:00~ 

第２回えにわ花トリム＆ラン大会 

「みんなの図書館」 

中央公園特設会場 

北町内会館 

会長、ボランティア 

ネットワーク夢 

/21（月）18:30~ ８月度総務部会 北町内会館 総務部 

/25（金）18:30~ ８月度四役会議 北町内会館 四役 

/26（土）13:00~ 「みんなの図書館」 北町内会館 ネットワーク夢 

/27（日）13:00~ 

〃  17:00~ 

第４回地震対策隊研修会 「ミニ避難訓練」 

恵庭市子ども会育成連合会創立５０周年記念祝賀会 

北町内会館･旭小 

市民会館 

地震対策隊 

塩野青少年育成部長 

 

◎ 誕生おめでとう   小田 純平様   次男 郁馬くん  5月 27日生まれ  北 5丁目 

◎ 新会員のご紹介   セイコーマート恵み野北 様   7月 1日入会   北 1丁目 

須貝 真二 様   7月 2日入会   北 5丁目 

 根上
ねあがり

 昭市 様  7月 5日入会   北 1丁目 

◎ お悔やみ申し上げます   江連 智子 様  7月 2日ご逝去 84歳  北 7丁目 
 

「集団資源回収」ご協力のお願い     環境衛生部  

８月は   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 

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。  
 

◎ 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 ) 

編集部 
からの 
お願い 

 


