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                                 文化厚生部 
 
 １１月１０日(土)・１１日(日)の２日間、北町内会館において「第１７回 北町内会作品展」が開催され、絵画・

書道・写真・手工芸品・トールペイントなど、北町内会員３５名の方々から 

出展いただきました。  

会場に入ると、正面に２丁目の菅田さんのラジコン飛行機・船・グライ 

ダーの模型が展示、その大きさに皆さん驚かれていました。 

最終日の午後３時から、浅野栄子さん（１丁目）の読み聞かせと、田所 

浩之さん（１丁目）のマリンバ演奏があり、４５名もの方が楽しまれました。  

今年は、２日間で延１２１名の皆様に鑑賞していただきました。  

※ ホームページには作品展の他の写真も掲載しています。  

  

   

   
 

「第 33 回 恵み野北町内会定期総会」開催！ 

日時：平成３０年１２月１６日（日）13：00～ / 会場：恵み野会館 2 階 
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第１７回 北町内会作品展 



 2 

 

 

 

  会長 渡邉 三好  
 
 毎日眺めているカレンダーが残り 1 枚。卓上の“ひめくり”もせんべいのように薄くなり、早くもその隣

りで来年のひめくりが出番を待っているわが家の光景です。 

 ９月１日、１４年もくらしを共にした愛犬のアルカス君が、突然天国に旅立ちました。 恵み野に住んで

２４年。 最大４頭のわが家のチワワ軍団、１頭づつバイバイしてとうとうゼロに．．．外出から帰っても姿

を見せず声もなし．．．心にポッカリと穴。 この淋しさや哀しさは、愛犬家であればどなたも体験されてい

ることですね。 

 顔で笑って心で泣いたショックがしばらく続いたあと、今度は私の身体に変調が来ました。 もともと日

光による軽い炎症はたまにありましたが、今回は両腕から脇腹、両足そして顔面から頭部へとみるみるうち

に拡がりました。 皮膚科で診察を受けたところ、その結果は、ナント、糖尿病の薬の副作用とのこと。 

 糖尿病とは３０年来のお友達で、毎日２〜３錠の服薬でここまで生活していますが、こんなことは初めて

のこと。 そういえば少し前に薬を換えたことがあり、その薬の成分が原因。今は少しづつ快方に向かって

おり、正直ホッと胸をなでおろしたところです。 いきなりの私事の話題で恐縮でした。 
 
 全国的に大流行している風疹は 2,000人を超え、東京・千葉・埼玉・神奈川など大都市圏を中心にまだま

だ拡大をつづけています。 以前にも書きましたが、妊娠中の方は胎児を含めてもっとも心配です。 さらに

３０代から５０代の男性で、過去に予防接種をされてない方は高いリスクを持っています。 ご家族で対策

をたてられることをおすすめします。 

 一方、このところ通学の児童生徒さんのマスク姿も目立ってきました。 インフルエンザシーズンの到来

です。 風邪は万病のもと、決して油断しないで早めのワクチン接種をしましょう。 
 

〈 お知らせ いろいろ 〉 

◯ 生活改善要望のうち、道路関連の補修などはかなり改善されましたが、防犯灯や一時停止ライン表示な 

どは継続となりました。 なお、イトーヨーカドーから北７丁目 600 号島松線前までのイチョウの木が、 

交差点角ごとの伐採や間引き剪定工事が新たに加わり、街の表情が変わることが期待できます。 

◯ ひとり暮らし高齢者等除雪サービス、今年度は１件増え８世帯宅で実施します。 

  もし、お手伝いして頂ける方は、渡邉までご一報下さい。 

◯ 北町内会館台所のストーブが老朽化し、油もれも指摘されていましたが、ストーブを恵庭市から提供 

 して頂き、先日、取替工事も終了しました。 これで“もちつき大会”の日も暖かく過ごせますね。 

◯ １１月、恵み野・島松・中島地区で連続７件の車上荒らしが発生。 特に恵み野小と恵み野中で４件と 

集中しました。 また下旬には、北３丁目地区で児童がニット帽・ジャンパー姿の６０代の男から声かけ 

される事件がありました。 このところ北３丁目での被害が目立っています。 すぐ１１０番を！ 
 
┏━ 【 訂 正 】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ･ ┓ 

「絆(きずな)」11月号の 2 頁に掲載致しました〔地震に備えて 地震の心得 10 ヶ条〕に、適切な表現では 

なかったため誤解を招く内容となった部分がありました。 お詫びいたします。 

このたびの地震に際して、市や自衛隊からの情報だというデマや風評などがあり、『直接の情報以外の 

二次情報には気をつけて頂きたい』と言う趣旨でした。 以下のとおり訂正させていただきます。 
 
⑨ 「正しい情報とデマ･風評の選び方」 

      A. 行政などからの直接情報以外は、テレビ･ラジオの報道が安全。（停電の時はラジオが一番頼り） 

B. 市・消防･警察などからだという二次情報は、鵜呑みにしない。（問い合わせもかえって混乱） 

      C. 携帯電話の使用も、直後は控えたほうが良い。（混乱･風評の要因にも） 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ･ ┛ 
 

「集団資源回収」ご協力のお願い    環境衛生部 

１２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  ⁃⁃⁃ ９時までにお出し下さい。⁃⁃⁃ 

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。 
 

カウントダウン３０日・・・除夜の鐘まで油断召さるな！ 



 3 

 

 

リーダー 山田 利喜夫 
 
 “ななかまど”の朱色に見とれ、イチョウの黄葉のじゅうたん模様を踏みしめて秋を満喫した旬日の 

ひとときが夢のように、恵庭の街が一気に銀世界に包まれました。 

 ３ヶ月の長期予報では、エルニーニョ現象の発生により西日本方面は暖冬傾向、一方北日本では気温・

降水量とも平年並みということですが、さてどうなりますか。  

 平成最後の年末で納めの１２月。 体調管理に十分気を配り、新年を迎える日々をお過ごし下さい。 
 
“ネットワーク夢”今月は、８日(土)１３時から北町内会館で第７８回シネマサロンの例会です。 

年末恒例の忠臣蔵映画、戦後の傑作である「赤穂浪士」。千恵蔵・右太衛門・錦之介・千代之介・橋蔵ら 

オールドファンにはたまらない東映作品です。どうぞ、お出かけ下さい。 

 ２２日(土)１１時からは、「年忘れもちつき大会」を開催します。回覧で申し込みを受け付けています。 

 お子さまには、いろいろおみやげを用意していますので、お楽しみに。 
 
≪ 今月の朗報 ≫ 

☺ 秋の叙勲・教育功労部門で、安田多壽美さん(８０歳､６丁目)が瑞宝小綬賞を受けられました。 

☺ 恵庭市文化功労者文化奨励賞に、中三保子さん(２丁目)が美術部門でただ１人の表彰です。 

☺ 体育協会のスポーツ功労者に、卓球の指導・審判員の赤田磯子さん(５丁目)が受賞。 

☺ 恵庭青少年育成市民のつどいで、今年春、ニュージーランドのティマル市に派遣された植田帆海さん 

(７丁目､恵み野中２年)が帰国報告。ステージでは恵み野剣道少年団(指導 石山豊さん(５丁目))が演武 

を披露し、花を添えました。 
 
■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 

  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。）   

  １日(土)、５日(水)、８日(土)、９日(日)、１２日(水)、 

１５日(土)、１６日(日)、１９日(水)、２３日(日)、２６日(水)  開館時間：午後１時～４時 
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■  
 

◎▽□ 健康学習会 歩いて計って…さあ、冬を乗り切るぞ！ □▽○ 

 “ネットワーク夢”主催の「秋を歩こう…健康学習会」が、好天に恵まれた１１月７日(水)、１５名が参加

して実施されました。 足などの障害で欠席の方々がおられ少し残念でしたが、今回初めて北町内会館から 

フレスポ恵み野コースを選んだため、全員がハッスル。 会館での血圧測定や健康ウォーキングの指導を受

けたあと、イチョウ並木の黄色のじゅうたんを踏みしめながらゴールのフレスポ恵み野に到着しました。  

 恵庭に数台しかないタニタの体組成器を使い、内臓脂肪・コレステロール・体幹筋力など日ごろ検査の機

会が少ないデータがすぐわかるため、みなさん一喜一憂の表情。 １回１００円は安いねと大好評でした。 

   
 
☆★☆+*+---+*+---+*+---+*+---+*+---+*+---+*+---+*+---+*+---+*+---+*+---+*+---+*+---+*+-★☆★ 

「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２２日(土) １１：００～   ◎場所：恵み野北町内会館 

⦿もちつき時間  ①11:10～   ②11:45～   ③12:20～ 

※ 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。 

☆★☆+*+---+*+---+*+---+*+---+*+---+*+---+*+---+*+---+*+---+*+---+*+---+*+---+*+---+*+-★☆★ 

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２８日(日)１０時から 

催されました。 今回は９名が参加され、熱戦が展開されました。  

優勝の北川さんは昨年も優勝しており、２連覇となりました。 
  

優  勝  北川 国尋 様  ２段 （５丁目） ４勝０敗 

準優勝  経堂  稔 様  初段 （２丁目） ４勝０敗 

第 3位  林   吉明 様  ５段 （２丁目） ３勝１敗 
 
 

 
 

１１月１８日(日)、北町内会館にて今年最後の役員会が開かれました。  四役および各専門部の正・副部長 

２６名が出席されて、主に定期総会に向けての議題が討議されました。  
(1) 第３３回定期総会議案協議について  

(2) 平成３０年度各専門部実施事業成果報告と決算について 

(3) 平成３１年度事業計画(案)及び予算(案)について 

(4) 平成３０年度一般･特別会計決算(案)及び 

平成３１年度一般･特別会計予算(案)について 

(5) 会則の一部改正(案)について 

(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(土) 

〃   13:30~ 

回覧版「北町内会だより」１２月号発行 

恵庭市民憲章作文発表会 

 

市民会館 

 

会長、本間 

/ 2(日)  9:00~ 

〃   13:00~ 

〃   終了後 

冬の子どもレクリエーション（北・東合同） 

防災対策隊第６回研修会 

１２月度総務部会 

旭小体育館 

北町内会館 

北町内会館 

青少年育成部 

防災対策隊 

総務部 

/ 5(水) 13:00~ 北町内会会計監査 北町内会館 会計部、監査役 

/ 6(木) 18:30~ １２月度四役会議 北町内会館 四役 

 / 8(土) 13:00~ 第７８回シネマサロン 「赤穂浪士」鑑賞 北町内会館 ネットワーク夢 

 /12(水) 10:00~ 定期総会資料印刷・綴込み 北町内会館 四役 

 /15(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 

/16(日) 13:00~ 北町内会第３３回定期総会・懇親会 恵み野会館 町内会役員、一般会員 

/18(火) ~ 20(木) 集団資源回収 北町内全域 環境衛生部 

/22(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(火) 18:30~ １月度前倒し総務部会 北町内会館 総務部 

12/29(土)～1/3(木) 年末年始休館 北町内会館  

1/ 6(日)  18:30~ １月度四役会議 北町内会館 四役 

/14(月･祝) 

  〃  13:00~ 

広報紙「絆(きずな)」1 月号(94 号)発行 

平成３１年度北町内会第１回役員会 

 

北町内会館 

全戸配布 

四役・監査・専門部・区長 

 

◎ 新会員のご紹介     桑田 信之 様  11月 1日入会    北 5丁目 

 天藤 伸也 様   11月 3日入会 北 3丁目 

 竹下日出夫様 11月 13 日入会 北 5丁目 

◎ 退会のご報告   熊谷 孝夫 様 10月 31 日退会  北 7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、北町内会館のポストへ投函か、ＦＡＸでお願いします。 

◎ メール chounaikai@megumino-kita.net もご利用頂けます。 ( 担当 平山 ) 

第４回 北町内会役員会 

編集部 
からの 
 お願
い 

 

北町内会 囲碁大会 


