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会長 渡邉三好  

 親愛なる北町内会のみなさま、平成３０年、2018 年の幕明け、心よりお慶
び申し上げます。 
年末に、恵み野の玄関口ＪＲ恵み野駅東口ロータリー中央の街路樹に、

5,000 球の LED によるイルミネーションが点灯、白･青･黄色３色の穏やかな
光が眺める人たちの心を癒してくれています。  
残念ながら初日の出を拝むことはできませんでしたが、年の暮れに連日暴

れまくった爆弾低気圧の影響を殆んど受けなかった恵庭市、穏やかな新年
の始まりにホッとされた方も多かったことと思います。 
 ３０周年が終わり新たな周年のスタートとなった昨年は、５丁目ノースガーデン誕生から地震対
策隊の活動拡大、“みんなの図書館”の充実など、マンモス町内会の発展に向かって更なる芽生え
を感じた一年でした。 
 今年は役員さんの殆んどが任期２年目で、昨年の経験と実績を踏まえ 「添う心、つよい絆、つ
なぐ夢」の記念テーマに沿った北町内会作りに、新しい区長さん班長さんと輪を結び、一年間強く
前進してまいります。 皆様の暖かいご協力をお願いいたします。 
 
 
 

 

 

１２月１７日（日）、恵み野会館において「第３２回恵み野北町内会定期総会」が行われました。 

役員(四役、各部長・副部長、区長)及び班長ならびに一般会

員併せて５４名が出席し、平成２９年度の総括及び平成３０年度

計画並びに３０周年記念事業最終報告と町内会会則一部改正

について審議を行い、承認されました。 なお、「定期総会議案

書」は別添の回覧文書にありますので、ご覧下さい。 

議事に先立ち、永年にわたり町内活動にご尽力いただきま

した本間孝一様(５年表彰)に、感謝状と副賞が会長より贈られ

ました。 
 

   
     永年表彰 本間孝一様         渡邉会長 開会挨拶      議長に３丁目１区長の武末氏を選出 

新年を迎えて(会長挨拶) 

第３２回 恵み野北町内会定期総会 
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♪+*☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

年忘れもちつき大会 
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆*+♪ 

 
  「年忘れもちつき大会」が、12 月 2３日(土･祝) 11 時から晴天に包まれて１２３名の会員

の皆様に参加いただいて、恵み野北会館で開催されました。   

  開会にあたり渡邉会長の挨拶の後、来賓として出席していただきました恵庭市長 原田裕様

からご挨拶と、“つき初め”をして頂きました。  

  参加した子どもたちの中には、杵を持つのが初めての子もいましたが、 

とまどいながらも一生懸命についていました。 

  つき上がった真っ白なもちは、お汁粉・ぜんざい・きな粉もちにして 

食べていただき、北会館に飾られる「鏡もち」を作り終了となりました。 

最後まで皆おいしそうに和気あいあいと過ごされておりました。                 

  ご参加いただいた皆様、役員の皆様、ご協力ありがとうございました。  

    
いらっしゃい！ いらっしゃい！？          つく前にコネるのが大事             恵庭市長による つき初め 

   
よいしょ！                     鏡もち作り             裏方のお母さんたちです ご苦労様！ 

 

恵み野駅東口に“イルミネーション”登場！ 

☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★ 

恵み野駅東口に“イルミネーション”が点灯しているのをご存知でしょうか？ 

 この設置については、恵み野北町内会の方々から「恵み野駅前にもイルミネーションがあれば！」との声

が熱心にあり、恵庭市に要望を伝えたところ、市

でも防犯上の観点から設置を検討をしている中、

恵み野地域の学校法人と系列の医療法人から地域

の安全と美観の向上の一助としてＬＥＤ等の寄贈

があり、実現しました。 

 このイルミネーションによって住民の絆が深ま

り、よりにぎやかさが増して地域の活性化や恵み

野地区の冬の象徴となればと願っています。 
 

 点灯期間：１２月１１日～翌３月３１日（予定） 

 点灯時間：１６：００～翌１：００ 
 
                   （野 沢）    写真：千歳民報 
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                          - 青少年育成部長 塩野 睦美 – 
 
１２月３日(日)9：00～12:30、東町内会と合同の青少年育成部「冬の子どもレク」を恵み野旭小体

育館で実施、児童１０５名(北４４名)が参加し、ドッチビー・シッポ取り鬼ごっこ・グループ対抗リレーの

ほか、前半の小学４～６年生の高学年の部では綱引き、後半の就学前児童と小学１～３年生の低学

年の部ではマット運動・新聞プール・絵本コーナーなども取り入れました。 また、低学年の時間帯

では、高学年９名のお手伝いで競技をスムーズに行うことができ、とても助かりました！ 

最後のビンゴゲームでは、この催しに恵庭市子ども会育成連

合会からの助成もあり、ちょっとだけ豪華な景品を用意できて、

大いに盛り上がり喜んでもらえました。 

雪が積もり外で遊ぶ機会が減ってきている中、身体を動かす

元気な子供たちの歓声が学校の広い体育館に響き渡った一日

で、怪我も事故も無く終えることができて、とても有意義な行

事となりました。 

   
 

 

 

 １２月３日(日)13:00～15:00、北町内会館にて“地震対策隊第６回研修会”が、隊員及び会員併せて４１名の

出席で行われました。 

今回は「災害に備えて」と題し、恵庭市基地防災課中井主査をお招きし講演をして頂きました。 

 自然災害の中から恵庭に最も影響のある風水害･地震をテーマに、恵庭市の過去データや写真等で振り

返り、自助・共助の連携をいかに展開するか、心構えと対策のポイントを学ぶことが出来ました。 最後に非

常食の試食を行ない、今年最後の研修会を終了いたしました。 

隊員の皆様、１年間ご苦労様でした。 
 

   
 

「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。 

今までは地震対策隊と称していましたが、災害は地震だけではないため、名称変更を行いました。 

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 

も行っています。 一人でも多くの方々に参加していただきたく、隊員を募集しています。 
興味を持たれた方は、対策隊員や役員へお申し出下さい。 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。

冬の子どもレクリエーション 

第６回地震対策隊研修会 –出前講座– 
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リーダー 山田 利喜夫 

 北町内会のみなさま、あけましておめでとうございます。 
 

 ネットワーク夢の昨年１年間の行事プランに、北町内会の老いも若きも温かい心で参加下さり、実

りある歩みを続けられたことに、厚くお礼を申し上げます。 

 ネットワーク夢では、「ひとりの不幸もみのがさない住みよいまちづくり」という道町連のスローガ

ンに沿って、「北町内会に住んで良かった」と実感して頂けるよう、健康福祉から教養部門まで、今年

も多彩な企画を提案してまいります。 その都度、回覧やポスター・新聞などでお知らせしますので、 

ぜひご参加下さい。 
 

✿ 第 67 回シネマサロン 1 月 20 日(土)13 時から北町内会館で 「マリリンに逢いたい」上映です。 
 

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

 北の夢文庫「みんなの図書館」  １月の開館日時（都合でお休みする日もあります。）   
 

     ７日(日)、13日(土)、17日(水)、21日(日)、 

24日(水)、27日(土)、28日(日)、31 日(水)   開館時間：午後１時～４時     

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

◎ 今月の町内会の動き 
月/日（曜）時間 内    容 場  所 摘  要 

1/ 5(金) 18:00~ 恵庭市新年交礼会 市民会館 会長 

 / 7(日) 18:00~ １月度四役会議 北町内会館 四役 

/ 9(火) 11:00~ 北むつみ会新年祝賀会 憩の家 会長 

/10(水) 13:00~ 

〃   14:00~ 

役員会資料印刷・綴込み 

恵み野町連会計監査 

北町内会館 

西町内会館 

四役 

広橋 

/14(日) 13:00~ 

〃  

〃  

平成３０年度北町内会第１回役員会 

広報紙「絆(きずな)」９０号発行 

１月度回覧配布 

北町内会館 四役・専門部・監査・区長 

各戸配布 

区長 

/18(木) ~ 20(土) 集団資源回収日 北町内全域 環境衛生部 

/20(土) 13:00~ 第６７回シネマサロン 「マリリンに逢いたい」鑑賞 北町内会館 ネットワーク夢 

/21(日) 15:30~ 恵み野町連定期総会・懇親会 西町内会館  

 

◎ 誕生おめでとう   関谷 修平 様   次男 太
た

希
き

くん   8月 15日生まれ  北 4丁目 

北条 裕 様  次女 柊
しゅう

花
か

さん  12月 4 日生まれ  北 6丁目 

◎ 退会のご報告      荒木 知之 様 11月 28 日退会    北 7丁目 

 坪田 博次 様 11月 28 日退会 北 7丁目 

◎ お悔やみ申し上げます  小鹿 フサ 様 12月 26 日ご逝去 91歳  北 3丁目 
 
 

「集団資源回収」ご協力のお願い    環境衛生部 

１月は  １８日(木) ⇒ 北６・７丁目  １９日(金) ⇒ 北１・２丁目 

２０日(土) ⇒ 北３・４・５丁目 
 
※ 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。  

  
 

◎ 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 ) 

ネットワーク夢ハートだより 

 

編集部 
からの 
お願い 

 


