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 毎年恒例の防災施設研修として、１０月２１日(日)、６組のご家族を含む合計３８名が参加し、千歳市の体験

施設「そなえーる」での研修ツアーを行いました。 平成２６年につづき２度目の訪問ですが、９月に胆振東部

地震が起こったばかりなので、みなさん熱心に研修されていました。 

 地震体験コーナーでは、震度１から７までの揺れのほか、東日本大震災や熊本地震など８パターンの実際

に起こった大地震を体験し、プレート型・断層型の揺れの違いも感じることが出来ました。 

また、災害学習コーナーでは、身近な物で防災グッズが作れたり、１００均で準備できる防災グッズが紹介

されており、すぐにでも実践でき

る取り組みだと思いました。 

昼食は、サッポロビール庭園レ

ストラン”ヴァルハラ”での食べ放

題で大満足、思い出に残る楽しい

一日となりました。 

                         バスにて出発            「そなえーる」外観 

   
         記念撮影                 二階を展望            地震体験コーナー 

   
       煙避難体験コーナー        身近な物で防災グッズを！     100均で準備できる防災グッズ   

 

防災対策隊 隊員募集中!!  
９月４日(火)から６日(木)にかけての台風と地震は、恵み野地区に大きな被害はありませんでしたが、 

“イザという時に備えての準備がいかに大切なのか” ということを身にしみて考えさせられました。  

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。 現役世代の方にも仕事に支障の無いよう、年６回の研修会（２～３時間程度）参加が 

主な任務で、その際には情報提供などもさせて頂いています。 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。 一緒に学んで、イザというときに備えましょう。 

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。 

 

第５回防災対策隊研修会研修ツアー  
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会長 渡邉 三好  
 
 今年もカレンダーが残り２枚となりました。 台風や地震で大きな被害を受けた北海道に、間もなくきび

しい冬が訪れます。 寒さと忙しさは心身の働きにブレーキをかけます。ぜひ体調管理に気をつけ、事件・

事故などに巻きこまれないよう細心の注意をお願いします。 

 ところで、年末年始を前に安心安全マップを作る“市民のひろば”が開かれ、防犯・防災・交通などで

課題地点をあげ対策を話し合いました。 今回特にお伝えしたい事は、北町内会地内で発生している不審者

の事案が多くあることです。 学校・家庭・地域が連携して、住民を守る必要性を痛感しました。 

 あまりご存じないかも知れませんので、恵み野交番連絡協議会委員の渡邉が、ひとつお教えします。 

 冬休みやお正月、旅行や入院などで不在になるときは、恵み野交番までご連絡下さい。 パトロールを密

にし、安全を確認していただけます。 安心安全のまちづくりの意外なヒントになると思います。 
 
 今号は全戸配布の「絆」ですので、下段に「北町内会だより」１０月号掲載の〔 地震に備えて 地震の

心得１０ヶ条 〕を再掲載いたします。 イザという時の参考にしてください。 
 

/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/__/_/_/_/_/_ 
 

〔 地震に備えて 地震の心得１０ヶ条 〕 
 

『消防科学総合センター』と『千歳市防災学習支援センター』が作成した資料を 

参考に、イザという時、どうするか････地震の心得１０ヶ条をお知らせします。 
 

 ① 「わが身と家族の安全を ・・・ グラッときたら、まず シェイクアウト! 」 

   A. 低い姿勢をとる。机やテーブルがあればその下へ。（ドロップ / しゃがむ） 

   B. 手や腕で頭を守る。座ブトンなどあれば 

なお良い。（カバー / かくれる） 

   C. 揺れがおさまるのを待つ。家族の安全を 

確保。（ホールドオン / まつ） 

 ② 「す早く冷静に火の始末、チャンスは三度」 

   A. 大きな揺れでない時は、初めの２～３秒の消火。（自動的に消える機器もあり） 

 B. 揺れが大きい時は、あわてずおさまるのを待つ。 

   C. 出火した時･･･１、２分程度では燃え広がらない。（消火器や三角バケツで初期消火） 

 ③ 戸や窓・玄関口を開けて、非常脱出出口を確保。（消火のあと、すぐに） 

 ④ あわてて外に飛び出さない。（揺れがおさまるまで動かずが原則） 

 ⑤ 割れたガラスに注意。（屋内外にガラスの破片、スニーカーが一番。 お子さんは抱いて行動） 

 ⑥ 塀ぎわ、狭い路地に近寄らない。（ブロック塀・門柱・自動販売機は要注意） 

 ⑦ 「避難のテクニック」 

   A. 避難は歩くのが原則。 車は交通渋滞のもと。 

   B. ヘルメットや防災頭巾、底厚のくつ、非常持出し袋で身軽に。 

 ⑧ 「山崩れ、がけ崩れ、津波に注意」 

   A. 恵庭市では直接の心配は少ないですが、あなたがこういう 

危険なところにいたら、高台などへ。 

 ⑨ 「正しい情報とデマ･風評の選び方」 

   A. 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･警察などの情報も鵜呑みにしない。（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） 

 ⑩ 「地域住民の協力は不可欠」 

   A. 自助・共助・公助の連携も、基本は３日から５日の自助につきます。 そのあと地域ぐるみの安全 

確保。 公助の効果は長期を覚悟。 

   B. 家族･地域の防災会議や訓練が必要。 避難場所･役割分担･救出救護など日頃からの話し合い。 
 
  なお、緊急連絡カードの携帯と、避難する時のブレーカー落しは１００％実行しましょう！ 
 

平成最後の年末へ 安心安全の日々を 
 

再掲 
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                       環境衛生部長 北上  慎  

副部長 後藤  昇  
 

10 月 21日(日)、「秋の町内一斉清掃」を７時から実施しました。 

当日は、青空のもと約３８０名の会員の皆さんにご参加いただき、道

路や公園の除草・ごみ拾いを行い、とてもきれいになりました。  

また、今回は清掃作業と同時に、「フラワーロード事業」として春に

植栽した植樹桝のベコニアの撤去も同時に行いました。 
 
本年も一斉清掃へのご協力、ありがとうございました。 

 

   

   
 
♪+*☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆*+♪ 

 

女性部部長  荒井智子  
 
１０月３日(木)、今年２回目の旅行に行ってまいりました。 紅葉にはもう少しかなと思う日程で

したが、４５名の女性部の皆さんと楽しいバス旅行ができました。 

7 月の「親子の旅」は、子育てがある程度終わった私たちが昔を思い出し、子育て奮闘中のお母さ

んたちに楽しんで貰えればとの思いで企画した一日でしたが、幸いとても好評でした。  

今回は女性部の本分である“食欲の秋”をテーマに「お寿司のビュッフェとお買い物ツアー」で、

余市での寿司ビュッフェは８０分と時間は限られていま

したが、みなさんとても満足して頂けたと思います。 

 赤井川の道の駅に寄り、野菜や物産品の買い物をしま

したが、地震の影響がまだ残っていました。 そのあと

小樽を散策し、出発の時間ぎりぎりまで楽しんでもらい

ました。 

ただ、にわか雨の予報が的中し前半が少し雨に当たり

ましたが、親睦と日頃のストレス解消の一助となった一

日と思います。 参加された皆様、お疲れ様でした。 
 

   

女性部研修旅行を終えて 

秋の町内一斉清掃 
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リーダー 山田 利喜夫 

 半年近く町並みを美しく彩り、みんなの心に安らぎを与えてくれたベゴニアの花などが、１０日前の町内

一斉清掃で取り除かれ、ナナカマドやイチョウの木が緑から黄紅色に変化し、朝晩の気温差もはっきりして、

駆け足の秋が感じられます。 みなさん、体調管理を万全に! 
 
 今月の“ネットワーク夢”は、７日(水)１０時から北町内会館にて、「秋の健康学習会」を実施します。 

いつものように恵庭市保健センター桑原保健師さんらのご指導を受けますが、恒例の“秋を歩こう”は、

これまでの中央公園～漁川周辺コースから変えて、会館から北に歩きＪＲ線を越えて島松寄りからフレスポ 

恵み野をゴールとします。 そして新しい機器を使ってよりこまかく健康状態がわかる身体測定を行います。 

くわしいデータの表示で、きっと参考になることと思います。 

 どなたでもＯＫです。 お誘い合せて、７日(水)１０時までに北町内会館へお出かけ下さい。 

✿ 毎月恒例の第７７回シネマサロンは、２４日(土)１３時から北町内会館で、ロサンゼルスの惨事を再現した 

「大地震」を上映します。 特撮によるド迫力の場面が目の前に展開されます。 どうぞご期待下さい。 
 
【 今月の朗報 】 

☺ 危険業務従事者叙勲の防衛功労部門で、郡司勝夫さん(１丁目)が瑞宝単光章を受章されました。 

☺ ＭＯＡ美術館恵庭児童作品展特別賞９人の中に旭小学校から２人が入り、うち１人は桑田今日子さん(５丁 

目、３年)です。 全員の作品が後日、友好都市であるニュージーランドのティマル市でも展示されます。 

  このほか、金賞に石川美桜さん(１丁目、２年)・天野将基さん(４丁目、３年)が、竹森絇澄さん(３丁目、２年) 

は入選となりました。 

☺ 春に大活躍した野球の恵み野ロイヤルズですが、秋は、“やまちゃんカップ”と“ミズノスポーツ旗争奪” 

の２つの大会とも、惜しくも決勝戦で敗れ涙をのみました。 

おめでとう！ そして次に期待しましょう！！ 

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

  北の夢文庫「みんなの図書館」  １１月の開館日時（都合でお休みする日もあります。）   

  ３日(土)、４日(日)、７日(水)、１４日(水)、１７日(土)、 

１８日(日)、２１日(水)、２４日(土)、２５日(日)、２８日(水)  開館時間：午後１時～４時 

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

◎▽□ 震災復興支援 第１回楽遊会「土田英順チェロコンサート」に善意の輪 □▽○ 

 ネットワーク夢では１０月１３日(土)、Jikei ﾚｽﾄﾗﾝ MEGUMINO にチェリスト土田英順さんをお招

きして、震災復興支援チャリティコンサートを開催しました。 

 土田さんは、東日本大震災の発災後、愛器チェロを抱えながら東北各地を被災者激励の旅をつづけ

ておられて、自ら「じいたん基金」を設け、ご自分のＣＤや著書などの売り上げでボランティア活動。 

今月訪れる東北の小学校では児童全員にハーモニカのプレゼントなど、合せて３４３回目の“みちのく

訪問”とのことです。 

今回は、熱烈なファンを含め４９名の方々が来てくださいました。 

土田さんは、ヨーロッパ三国のアベマリアの聴き比べから、チェロでは表現がむずかしいオペラの

アリア、またおなじみの“白鳥”など魂をゆさぶる低音のひびき、そして曲を挟んで随所に被災地で体感

されたエピソードなどを披露され、チェロの音色とはまったく違う感動をおぼえました。 

 そして、震災から７年もたった今も、故郷に帰りたくてもいろいろの条件が障害となり、帰ることが

出来ない現実があることを訴えられたことが大変印象的でした。 

 なお、この日の義援金５１,２４０円は、そのまま「じいたん基金」に寄託しました。 

   

ネットワーク夢ハートだより 
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紅葉の恵み野を満喫・・・第２回健康ウォーキング 

 

◎▽□ 震災復興支援 第２回楽遊会「ミュージック･スマイルショー」に愛の手 □▽○ 

 「土田英順チェロコンサート」に続き１０月２０日(土)午後２時から、Jikei ﾚｽﾄﾗﾝ MEGUMINO にて、

北海道胆振東部地震復興支援の「ミュージック･スマイルショー」を開催、５１名の皆様が参加してくだ

さり、被災地各地の一日も早い復興を祈りました。  

福士三隆さんが中国の二胡で日本の童謡唱歌。 札幌どんどこどんの斉藤克恵さんが人形ゆめばあち

ゃんとの腹話術と非常持出袋をネタにした防災落語から手話によるわらべ唄の指導と、面白くおかし

くこの日の催しにぴったり。 そして最後に、田所浩之さんのマリンバ演奏で、むずかしい“トルコ行進曲”

から“ジュピター”そして“紅葉”“赤トンボ”“ふるさと”などを披露して下さいました。 

 この日の義援金３６,８６５円は、後日、社協を通じ日本赤十字社に寄託します。 
 
 今年１年、親睦交流会を含め３回の復興支援義援金の総額は１０１,０００円となり、北町内会の行事

として実りのあるものになり、皆様の愛の手・心には、ただただ「ありがとうございました」とお礼申

し上げます。 

   

 
体育部部長  

盛 和彦  
１０月２０日（土）朝９時３０分から、きれいな青空のもとで、体育部主催の「第２回健康ウォー 

キング」が参加者１２名で行われました。 

 風もほとんど無い良い気温のなか、恵み野ウォーキングコース「挑戦の道」(約５.５km)を、途中 

道の駅で休息をとり、約１時間半かけて歩きました。 

紅葉の情景を眺めつつ、恵み野の風景を堪能することが出来ました。 お疲れ様でした。  

   
 

┏━ 【 嬉しいニュース 】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・┓ 

│  ４月にアンケートを出していた恵み野中央公園冒険広場入り口の遊具 

│ 老朽化に伴う取替え工事が、今月中完成を目指して間もなく始まります。 

│  アンケートでは第２希望でしたが、３歳から１２歳までを対象にしたその 

│ 名も「でっかいスライダー」。 今までにない３基の滑り台が並ぶもので、 

│ 想像するだけでワクワクしますね。 

│  しかし、今月出来上がっても冬の間はお休み。 来年４月から毎日楽し 

│ めますので、工事中いろいろご迷惑やご不便をおかけしますが、絶対事故 

│ など無いようご協力をお願いします。 

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

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

｜               今年も 「もちつき大会」 を開催します。                  ｜ 

｜  平成３０年度の掉尾を飾る行事として、「北町内会もちつき大会」を１２月２２日(土)に開催を予定  ｜ 

｜ しています。 詳細は、「北町内会だより」１２月号と回覧でお知らせ致します。 ご期待下さい。     ｜ 

☆★☆+*+---+*+---+*+---+*+---+*+---+*+---+*+---+*+---+*+---+*+---+*+---+*+---+*+---+*+★☆★  
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◎ 会計部よりお知らせ 
 

◇平成３０年度上期 資源回収状況報告◇ 

 

◎ 今月の町内会の動き 

月 日（曜）時間 内  容 場  所 摘  要 

11/ 1 (木) 広報紙「きずな」11 月号(93 号)発行  全戸配布 

/ 3 (土)  8:30~ 恵み野旭小学校第 28 回学芸発表会 恵み野旭小学校 会長、山田、塩野 

/ 7 (水) 10:00~ 秋の健康学習会 「ウォーキング」 フレスポ恵み野他 ネットワーク夢 

/10~11(日) 10:00~ 北町内会第 17回作品展 北町内会館 文化厚生部 

/10 (土) 16:00~ 町連第２回会長･総務部長会 西町内会館  

/11 (日) ~ 20 (火) 冬の全国交通安全運動 市内各所 防犯交通部 

/12 (月) 14:00~ 市町連自治活動視察研修 市内各所 会長 

/13 (火) 18:30~ 11月度総務部会 北町内会館 総務部 

/16 (金) 18:30~ 11月度四役会議 北町内会館 四役 

/17 (土) 13:30~ 青少年育成市民のつどい 市民会館 会長 

/18 (日) ~ 20 (火) 集団資源回収 恵み野北町内全域 環境衛生部 

/18 (日) 13:00~ 北町内会第４回役員会 北町内会館 四役・部長・副部長 

/24 (土) 13:00~ 第 77回シネマサロン 「大地震」鑑賞 北町内会館 ネットワーク夢 

 

◎ 誕生おめでとう    向井 総志 様   長男 凰
おう

士郎
し ろ う

くん  7 月 25日生まれ  北 1丁目 

◎ 退会のご報告         小林 美紀 様       9 月 30日退会         北 3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 ) 

　　　　　平成３０年４月から９月までの資源物回収状況は次のとおりとなりました。

　　　　　◎ 総見込額（回収額＋奨励金）で ３３７，１４０円　　＜前年同期実績 ３２８，５５７円＞

　　　　　　〇 市からの奨励金　<見込み額>　　１５６，４００ 円　(100円未満切捨て/１１月中に入金予定)

　・ 新聞紙等 145,314.9 円 < 48,438.3 ㎏×３円 >　　　
・ 雑　　　紙 11,100 円 <    1,850  ㎏×６円 >

○平成３０年　資源回収上期状況　（３０.４ ～ ３０.９）

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 新聞紙等 合　　計

４ 月 26,960 1,700 4,620 175 60 920 600 35,035 9,425.0 9,865.0

５ 月 18,360 1,140 3,900 225 96 900 480 25,101 6,732.4 7,012.4

６ 月 21,440 1,120 4,740 400 87 1,000 270 29,057 7,740.3 8,030.3

７ 月 23,840 1,400 5,640 300 57 900 540 32,677 8,838.3 9,068.3

８ 月 19,840 1,480 4,890 300 24 1,300 600 28,434 7,660.6 7,990.6

９ 月 22,120 1,020 5,190 350 226 1,200 330 30,436 8,041.7 8,321.7

上期計 132,560 7,860 28,980 1,750 550 6,220 2,820 180,740 48,438.3 50,288.3

 <参考> 平成２９年 資源回収上期状況　（２９.４ ～ ２９.９）　

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 新聞紙等 合　計

４ 月 22,280 1,920 4,290 150 102 600 450 29,792 8,193.8 8,473.8

５ 月 23,520 1,920 5,670 300 84 600 690 32,784 9,069.6 9,469.6

６ 月 23,680 980 4,530 200 48 800 690 30,928 8,241.2 8,551.2

７ 月 21,480 980 4,500 200 87 1,100 330 28,677 7,585.3 8,015.3

８ 月 22,360 1,000 4,860 250 63 1,000 510 30,043 7,994.7 8,414.7

９ 月 17,920 420 3,420 100 33 700 240 22,833 5,972.7 6,202.7

上期計 131,240 7,220 27,270 1,200 417 4,800 2,910 175,057 47,057.3 49,127.3

＊市からの上期奨励金　153,500円　<新聞紙等47,057.3kg×３円、雑誌2,070kg×６円（100円未満切捨て) >

期別
金　　　　　　　　　　　　額　　（円） 重　　　　 量 (㎏)

雑 紙

月
金　　　　　　　　　　　　額　　（円） 重　　　　　 量 (㎏)

雑 紙

440

280

290

230

330

280

1,850

2,070

280

400

310

430

420

230

編集部 
からの 
お願い 

 


