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    環境衛生部長 北上 慎 

副部長 後藤 昇 

５月２０日（日）、「春の町内一斉清掃」を朝７時から実施しました。 

当日は晴天に恵まれ、およそ５２０名の会員の皆さんが参加されて、道路や公園の除草･ごみ拾いを

行っていただき、とてもきれいになりました。 

   

今回は清掃作業と同時に「フラワーロード事業」として、恵み野５号線(北５丁目～ローソン)両側・

団地環状通と団地中央通の恵み野北側の植樹桝にベコニアを植栽しました。 

また、除草と植栽が同時にできるように計画しましたので、短時間で作業が進められました。 

  

    

 今年の町内清掃はあと２回予定しています。 

  ◎第２回 ７月２２日(日) ７時から（雨天時は、７月２９日(日)） 

    主に植樹桝と“めぐみの森公園”の除草を行います。 昨年はこの時、ベコニアの花の除去を 

    しましたが、秋まで保てるために除草取りが中心です。 

    なお、昨年は環境衛生部のみでおこないましたが、ベコニアの花植え範囲が大幅に広がりま 

したので、今年からは会員の皆さんにも多数参加していただきたいと思います。 

  ◎第３回 １０月１４日(日) ７時から（雨天時は、１０月２１日(日)） 

    いつもの秋の町内一斉清掃日で、花の除去も同時に行います。 事前に回覧いたします。 
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会長 渡邉 三好  
 
 花と緑の街“恵庭”にピッタリの季節が訪れました。 今年は桜前線の早い北上に誘われて本州方面は連

日夏日真夏日が続き、春の花初夏の花が日本列島に咲き乱れ、緑の樹々も日毎にその色を濃くしています。 

 北国は長い冬が終わると梅・桜・桃から何十種類もの花が一斉に開花、「百花繚乱」の絵姿をそのまま描

く特徴を持っています。 皆様もよくご存知のことと思いますが、昭和の歌姫と言われた美空ひばりさんが

亡くなった６月２４日を偲んで、歌と名前に由来して「林檎忌麦の日」。 そしてもうひとりの大スター石原

裕次郎さんの命日である７月１５日を大好きだった花から「紫陽花(あじさい)忌」とつけられ、今でも毎年

それぞれ全国のファンが集い、墓参やイベントを催して在りし日に想いを寄せていますが、今年は高温の天

気にりんご畑の白い花も終わって実つけに入り、麦秋は最盛期。 あじさいもひと月早いペースで愁いの花

弁を大きくしています。 

 ところで、あじさいといえばここ数年、恵み野花協が中心となって中央公園の側帯沿いにあじさい植え活

動をつづけており、今回新しく恵み野第２幼稚園さんが花協に入会され、旭小・幼稚園・恵み野中・中央公

園・恵み野小を結ぶ「スクールゾーンあじさいロード」の夢プランを作り、５月１５日に園児・児童・生徒・

先生方を中心に各町内会やＰＴＡのみなさんも協力して花壇の美化、あじさい植えを無事に終了しました。 

さらに、５月２０日は北町内会の一斉清掃日。 今回はフラワーロードの範囲を広げてそれぞれの植樹桝に

美しい花苗を植栽して、ひときわ華やかな北町内会になりました。 そして、５月２７日には体育部主催の

「第１回北町内会パークゴルフ大会」が開かれました。 

 なんと、この三つの行事がすべて好天に恵まれ、思わず「今年はツキがある」を実感しました。 私は、

いつもいつもお話しをしていますが、屋外での催しは雨が降らないだけで８割は成功です。 

 ６月は、“旭小学校運動会”・“フラワー健康ウォーキング”。 ７月は、“恒例親睦会”・“恵み野庭めぐりツ

アー”・“おはなしキャラバン”・“恵み野夏まつりすずらん踊り”。 ８月は、“町連役員パークゴルフ”・“納

涼盆踊り”・“花トリム・ラン”と屋外行事の連続となっています。 

欲張りですが、オール好天を祈りたいと思います。 会員さんの暖かい応援をよろしくお願いいたします。 
 
【お知らせ】 

① 昨年皆さんの要望をまとめた「生活環境改善項目」について、市から届いた回答書は北町内会館に 

一部保管していますので、いつでもご覧いただけます。 そして先日、今年の要望案内が届きました。 

今月の回覧に添付してありますので、身のまわりの困り事などどんなことでも記載してお出し下さい。 

② 北３丁目若葉ハイム前に防犯灯の設置を申請しました。 多分認可されると思います。 

③ 「道と川の駅」花の拠点作りの一環として、旧保健センター前の松園線通りに５５区画の住宅地造 

成工事が始まり１０月中旬の完成までダンプカーの土搬入から盛土など交通渋滞や騒音などが見込 

まれます。 特に車利用の方はしばらくのご辛抱、ご協力をお願いいたします。 

なお、この宅地は「スマートタウンふれる恵み野」として南町内会の５丁目に編入が決定。 恵み野 

地域は東・西・南・北・里美とすべてに住宅街が増え、ますますの発展が期待されます。 
 

 

６月１７日(日)１３時、「AED体験」 どなたでもご参加を！  
 

６月１７日(日)の防災対策隊第３回研修会では、北海道ハイテク専門学校救急救命学科の皆さんの指導 

により、「ＡＥＤによる心肺蘇生法」の体験訓練を行います。 

ＡＥＤは身近な場所に数多く設置されており、北町内会館にも設置済みです。 生命のピンチをいち早く 

救うための大切な知識です。 どなたでも体験して頂けますので、午後１時頃までに北会館へおこし下さい。 
 

防災対策隊 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、防災対策隊を組織しています。 

現役世代の方にも無理のないよう、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、一人でも多くの方の参加をお待ちしています。 

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

好天のもと、屋外行事がスタート。 秋までこの幸運を！ 
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リーダー 山田 利喜夫 
 
 期待どおりに満開模様をプレゼントしてくれた恵み野中央公園の桜が美しく散り急ぎ、パンジーやチューリッ

プなど彩やかなカラーに濃さを増した緑のバランスが華やかさと渋さを調和させ、、見る人の心にときめきと癒

しを感じる日々となりました。 

 新社会人や進学生などガラリと環境が変わった皆さん、俗にいわれる五月病は無事通り抜けられましたか？

ピカピカ 1 年生もカバンの交通安全カバーが右に左に揺れて登下校する元気な姿を毎日拝見し、ご家族は勿論

のこと見守る私たちもホッと一安心の気持ちです。 誘拐、虐待、いじめ、交通事故など、全国から聞こえる子供

達への悲しいニュースとならないよう学校、家庭、地域三位一体の連携をさらに強くしていくことが必要です。 

その一つの例として北町内会で始めた「みんなの図書館」が、今年に入って利用者がうなぎのぼりに増え、嬉

しい悲鳴となっています。 肝心の図書には目もくれず、卓球やフリスビー、折り紙、ぬり絵などに集中している

居場所として、どんどん来てくれていることに逆に安心感を与えていることを良しとして、今後もケガなどしな

いよう一層の目くばりをしていきたいと思っています。  
 
◇ 「ネットワーク夢」 ６月の行事 

 ❀ ネットワーク夢恒例「健康学習会」での認知症予防の出前講座が終わり、参加者からは自分を含めてご家 

族や友人など誰もが危険信号を持つ認知症についてよく理解が出来たと喜ばれました。 秋はコースなど 

の趣向を変えた内容を計画していますので、お楽しみに。 

 ✿ 「シネマサロン」例会は、６月２３日(土)午後１時から北町内会館で開催します。 作品は実話に基くもので、 

中国の奥地に単身で乗り込み、強い信念で布教活動を続ける女性の愛のドラマ、「六番目の幸福」です。 

 ❀ 別添回覧でお申し込みして頂く「講談社読み聞かせ全国訪問キャラバン」カーが、７月１５日(日)午後３時 

北町内会館を訪れます。 どしどしご参加下さいますようご案内いたします。 
 
＜今月の朗報＞ 

☺ 野球の恵み野ロイヤルズが、第３５回玉川組旗争奪大会で柏ホエールズ、島松ジュニアイーグルスを破り、 

  決勝でも和光Ｊｒ．ライオンズに、９－２で圧勝、見事な優勝で今年度も好調なスタートとなりました。 

☺ ソフトボールの春の近郊中学校大会で、恵み野中女子は決勝戦まで進出しましたが、惜しくも札幌もみじ 

 台南中に３－４で破れ準優勝に終わりました。 

☺ 北５丁目数馬さんちのハスキー犬ルナちゃん（メス、１歳）が、ＴＶ番組「生きものにサンキュー」の取材を受け 

 ５月２３日に放映される予定でしたが、皮肉なことにロッテ対日ハム戦の中継がありテレビデビューは幻と 

なりました。 可愛くて人なつこいルナちゃんをテレビから見られず残念でした。 
 
■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 

   北の夢文庫「みんなの図書館」   ６月の開館日時（都合でお休みする日もあります。）   
  

   ２日(土)、３日(日)、６日(水)、９日(土)、１３日(水)、１６日(土)、 

２０日(水)、２３日(土)、２４日(日)、２７日(水)、３０日(土) 開館時間：午後１時～５時 

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

 

 

                            体育部長 盛 和彦 
 

５月２７日(日)、恵み野北町内会第１回パークゴルフ大会が、好天の恵庭中央ＰＧ場にて２７名 (男性１７名、 

女性８名、役員２名)が参加して行われました。 

  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 藤江 惇普さん （３丁目） 

〃 ２位  林  吉明さん （２丁目） 

〃 ３位  三浦 正敏さん （６丁目） 
 

女子優勝 瀬川 勝代さん （５丁目） 

〃 ２位  白根 信子さん （７丁目） 

〃 ３位 松木平みつ子さん（２丁目） 
 

ネットワーク夢だより 

第１回 パークゴルフ大会 
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５月１３日(日) １３：００から、北町内会館にて役員２２名出席され、 

「第２回役員会」を行いました。  

議題は下記のとおりです。 
 
  (1) 第２７回親睦交流会実施計画〔案〕 

   (2) 専門部事業報告   （3） その他 
 
第３回は、６月１０日(日) １３：００からの予定です。 

 

「集団資源回収」ご協力のお願い    環境衛生部 

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

２０日(水) ⇒ 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。 
 
 

◎ 今月の町内会の動き 
月 日（曜）時間 内  容 場  所 摘  要 

6/ 1（金） 

〃   10:00~ 

回覧版「北町内会だより」６月号発行 

市町内会連合会四役役員会 

 

えにあす 

 

会長 

/ 2（土） 9:00~ 恵み野旭小学校運動会（予備日３･４日） 恵み野旭小グラウンド 会長、山田、塩野 

/ 7（木）10:30 

〃   10:00~ 

恵み野中央公園あじさい植え 

恵望園ボランティア 

恵み野中央公園 

恵望園 

恵み野花協 

女性部 

/ 9（土）16:00~ 恵み野町内会連合会第１回役員会 西町内会館 担当役員 

/10（日）13:00~ 北町内会第３回役員会 北町内会館 四役、専門部、監査役、区長 

/11（月）14:00~ 青少年育成事業助成審査委員会 市役所 会長 

/16（土）11:30~ 南町内会「リラ・フェスタ」 多目的グランド 会長 

/17（日）13:00~ 

    終了後 

北町内会防災対策隊第３回研修会 

６月度総務部会 

北町内会館 

北町内会館 

防災対策隊 

総務部 

/22（金）18:30~ ６月度四役会議 北町内会館 四役 

/23（土） 9:00~ 

〃   13:00~ 

北町内会第１回フラワー健康ｳｫｰｷﾝｸﾞ 

第７２回シネマサロン「六番目の幸福」 

恵み野地域 

北町内会館 

体育部 

ネットワーク夢 

/26（火）13:30~ 社会協議会第１回評議委員会 福祉会館 会長 

 

◎ 赤ちゃん誕生おめでとう           

             坂井 智雄 様   次男 岬くん    3 月 27日生まれ 北 2丁目 

◎ 新会員のご紹介        末永 尚士 様   4月 2日入会   北 6 丁目 

 櫻田 一平 様   4月 19 日入会 北 5丁目 

  伊藤 真人 様   5月 1日入会  北 1丁目 

  浜井 重史 様   5月 4日入会  北 1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２回 北町内会役員会 

編集部 
からの 
お願い 

 


