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 会計部から発表された昨年の資源回収額が、各月 1 万円程度の減収になりました。 ゴミ全体の減量は 

歓迎ですが、資源ゴミに関してはぜひ北町内会へのご協力をお願いいたします。 

 市が実施している毎月第３木曜日に重なったときは、わかるようにご面倒ですが 

【北町内会資源回収】 などと明記し、玄関前に９時までにお出し下さい。 

 今後、自転車･なべなどの鉄製品も手数料なしで出せるように交渉中です。 

 その場合は別途回覧等でお知らせ致します。 
 

 

 

５月は恵み野地域町内会がそれぞれ一斉清掃を行います。 北町内会でも別添回覧のとおり「春の町内 

一斉清掃」を、５月２０日（日）午前７時から実施しますので、皆様のご協力をお願いします。 (雨天の場合は 

５月２７日（日）午前７時から。)  

 当日は、アスリート花壇・恵み野５号線フラワーロード・めぐみの森公園など各丁目の皆さんの負担が増え

ることもありますが、お互い協力し合って北町内会を美しくしましょう。 
 
また、清掃の機会がいろいろありますのでお知らせします。 こちらにもぜひご参加を！ 

  ❀ ５月１４日(月)から１９日(土)のうちの一日の午前中、恵み野旭小学校前のあじさい植え 

  ✿ ５月２８日(月)８時から、恵み野駅前ロータリーの花植え 

  ❀ ５月３０日(水)午後、ゴミゼロクリーンキャンペーンで恵み野地域のゴミ拾い 

  ✿ ６月７日(木)１０時３０分、恵み野中央公園日本庭園付近、「１０００人植え運動」のあじさい植え活動 

 

防災対策隊 隊員募集中!!  
４月１５日(日)の防災対策隊第２回研修会は、前日からの雨のため中止となり、まことに残念でした。 

自然災害の予測・予知は、現実では不可能とされています。 いざ災害が発生した際はその被害をいかに 

少なくするか、防災ならぬ減災に重点を置く日常の備えと心構えが大切で、そのため恵み野北町内会では 

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。 

集団資源回収にご協力下さい！ 

 

春の町内一斉清掃へご協力を -環境衛生部- 

 

 

資源回収状況の推移
市からの

新聞紙 雑　誌 ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ 牛乳ﾊﾟｯｸ ビ　ン ｱﾙﾐ缶 古　着 合　計 奨励金（円）

29年 266,640 13,720 54,270 2,800 1,071 9,500 4,560 352,561 306,400 658,961 14.79 ▼
28年 314,080 18,380 57,480 3,285 1,341 9,045 7,740 411,351 362,000 773,351 1.33 ▼
27年 320,040 20,440 56,460 2,395 1,239 10,300 5,865 416,739 367,000 783,739 18.82 △
26年 243,180 13,725 35,580 1,347 1,221 840 1,930 297,823 361,800 659,623 1.14 △
25年 252,000 14,040 38,180 1,011 1,619 -　 1,513 308,363 343,800 652,163 －

合計（円） 前年比(%)年別
資源回収額（円）



2 

 

 
 
 

  
会長 渡邉 三好   

 平成３０年もあっという間に３分の１が過ぎました。 これまでにノースガーデン(５丁目)をはじめ

各丁目からあわせて１０世帯のご入会の反面、亡くなられた方も８名おられ、引きしまる思いです。 

 さて、各専門部の行事が賑やかになってきました。 文化厚生部の新１年生お祝いのお届け、防犯交

通部の交通安全啓発、青少年育成部の「春の子どもレク」などいずれも無事に終了し、今月は環境衛生

部の町内一斉清掃、福祉部の敬老祝い、体育部のパークゴルフ、ネットワーク夢の健康学習会。 

 区長さんには交通安全指導につづいて募金集金や親睦交流会の打ち合せ役員会など、いろいろご負

担をおかけすることになると思います。 どうぞよろしく。 
 

〈 お知らせ いろいろ 〉 

◯ 会員さんから町内会のためにと寄付を頂きました。 本当に有難く、大切に使わせていただきます。 

◯ 冒険広場の児童遊具のうち一基が老朽化のため今年度中の取替え工事が決定。 

   どんな遊具を希望するかとのアンケート調査が届きましたが、時間が無かった 

ため公園利用者を中心に７１名の方にお聞きして市に報告しました。 完成は 

年末ごろですが実際の使用開始は来年の今ごろかと思います。 

 ３歳から１２歳のお子さんが遊べるものとなっています。 

◯ 恵み野幼稚園などを運営しているかしわ学園さんが、恵み野花協に入会されました。 

 旭小から幼稚園、恵み野中、中央公園、恵み野小までの「スクールあじさいロード」の夢がふくらみます。 

◯ 住宅用火災警報器の電池をご確認下さい。 恵庭市では昨年５件の住宅火災がありましたが、このうち 

３件は義務づけられている警報機が未設置でした。 平成２０年からどの住宅にも設置が必要で、電池の 

 有効期限は１０年ですので、最初に設置されたお宅では電池切れの心配があります。 どうぞご確認を！ 
 
 
 

リーダー 山田 利喜夫 

 待ちに待った桜の開花とともに、「北国の春来る」を実感する５月が訪れました。 

 雪が溶けた途端に、クロッカスやパンジーの花が庭から姿を現わし、雪囲いから開放された木々の

緑も日ごとに濃さを増してきていますね。 
 
◇ ５月の第７１回シネマサロンは、１９日(土)１３時から北町内会館で「ミリオンダラー・ベイビー」 

を上映します。 

◇「春の健康学習会」は ３０日(水)１０時から北町内会館。 テーマは「認知症予防について」です。 

血圧や体脂肪無料測定もありますので、大勢の皆さま、お出かけ下さい。 
 
【今月の朗報】 
☺ 先月号でご紹介した恵庭市とニュージーランドのティマル市との青少年国際交流派遣の３人 

の１人に選ばれた植田帆海さん(７丁目、恵み野中２年)が、３週間の旅から無事帰国されました。 

 お話によると、帆海さんがお世話になったホストファミリーのお宅は畜産家で、「家がでっかくて 

牧場はとても広いものでびっくり。 牛にエサを与えたりトラクターに乗って道路を走ったりと、 

恵庭では味わえない楽しい生活をエンジョイしました。 出来れば、もっと英語を勉強してもう一度 

行ってみたい。」とのことでした。 

☺ 第３０回危険業務従事者叙勲が発表され、北町内会では防衛功労部門で阿部明光さん(７丁目)、 

岡本新也さん(４丁目)がともに瑞宝単光賞を受賞されました。 

☺ 恵庭市民卓球大会混合ダブルスで、菅田三津さん(２丁目)ペアが第１位でした。  
皆さんのご努力に大きな拍手を！！ 

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

 北の夢文庫「みんなの図書館」  ５月の開館日時（都合でお休みする日もあります。）   
 

   ２日(水)、５日(土)、６日(日)、９日(水)、１２日(土)、 

１６日(水)、２０日(日)、２３日(水)、２６日(土) 、２７日(日)  開館時間：午後１時～５時 

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

ネットワーク夢ハートだより 

町内会活動、本格始動 絆を強めて進みましょう 
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            青少年育成部部長 

 塩野 睦美 
 
 ４月２１日（土）、恵み野旭小学校体育館で恒例の北・東町内会育成部合同の「春の子供レクリエーション」

を行いました。 

 高学年・低学年の２部に分かれて、ドッジビーや綱引き、玉入れそして○×クイズ、ビンゴを行いました。 

今回は、参加者が２町内会あわせて１９５名と前回の倍ほどに増え、特に幼児の参加者が多くなったので 

競技を変更したり幼児コーナーを工夫して設置しましたが、楽しんで体を動かしてもらえたでしょうか？ 

 今回も、高学年の参加者が１０名くらい低学年の部に残って進行のお手伝いをしてくれました。 本当に 

助かりました。 ありがとう！ 
 

    

    

    

    

    
 
 

 

 
 

春の子どもレクリエーション 

 
*:;;:*:;;:*:;;:*:;;:*:;;:*  福祉部からのお知らせ  *:;;:*:;;:*:;;:*:;;:*:;;:* 

５月５日より、町内の６２５人のご高齢者の皆様に「鉢花」と「福祉だより」をお届けします。 

お花のお届けの際には、併せて健康状態の確認もさせていただきます。 
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前回訪問(H28.6.26) 

 

特報!！ 今年も東京から「おはなしキャラバン隊」が来てくれます！ 
                                              

全国を巡回している講談社の子どもたち向け読書推進事業、「全国訪問おはなし隊」。 北海道 

へは２年ごとに訪問されています。 

  一昨年、幸運に恵まれて素敵なキャラバンカーが北町内会館に到着。 ５００冊の絵本を自由に 

読んだり見たり。 後半は紙芝居や絵本の読み聞かせに、町内会員の浅野さんとその仲間たちも 

加わって、小雨のなか参加して下さった４６名の皆さんに楽しいひとときを過ごして頂き、北町内 

会３０周年記念事業の一つとして思い出に残る催事となりました。 

    
 
そして２年たった今年、北海道へ７月８月の日程で訪問とのご案内が届き応募したところ、優先 

で当選のお知らせが入りました。 数多い申込みの中で同じ団体や学校が選ばれることはあまり 

無いということで、とても嬉しいことと思います。 

「おはなしキャラバン隊」は、７月１５日(日)午後３時から４時で、北町内会館が会場です。 

２歳から１０歳くらいのお子さんが対象ですが、お父さんお母さん、ご家族の参加もお待ちします。 

 詳しくは、６月の町内会回覧でご案内いたします。 
 

◎ 今月の町内会の動き 
月/日(曜) 時間 内  容 場 所 摘 要 

5 / 1(火) 広報紙「きずな」５月号(91号)発行   

/ 5(土)～12(土) 高齢者へ「お花のお届け」 北町内全域 福祉部 

/ 8(火) 10:00~ 市理事者・町内会長懇談会 えにあす 会長 

/11(金) 10:00~ 市町連広報部会 えにあす 会長 

/12(土) 16:00~ 恵み野町連防災組織担当者会議 西町内会館 会長、野沢、有沢、西川、本間 

/13(日) 13:00~ 第２回北町内会役員会 北町内会館 四役、専門部長、副部長 

/17(木)  9:30~ 市民活動センター運営協議会総会 えにあす 会長 

/19(土) 13:00~ 第 71回シネマサロン 「ﾐﾘｵﾝﾀﾞﾗｰ･ﾍﾞｲﾋﾞｰ」鑑賞 北町内会館 ネットワーク夢 

/20(日)  7:00~ 春の町内一斉清掃････予備日 27日(日)  北町内全域 環境衛生部 

/21(月) 18:30~ ５月度総務部会 北町内会館 総務部 

/24(木) 18:30~ ５月度四役会議 北町内会館 四役 

/27(日)  8:00~ 北町内会第 1回パークゴルフ大会 中央ＰＧ場 体育部 

/29 (火) 13:30~ 道町連活動研究大会 かでる２７ 会長 

/30 (水) 10:00~ 出前講座「春の健康学習会」 北町内会館 ネットワーク夢 

 

◎ 新会員のご紹介 柴中登司騎様 3 月 27日入会    北 3丁目 

 島田 領児 様 4 月 5日入会   北 2丁目 

 神原 麻未 様 4 月 8日入会   北 3丁目 

◎ 退会のご報告         武川真理子様    4 月 4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 

 


