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                環境衛生部長 北上  慎  

                      副部長 後藤  昇  

１０月１３日(日)、「秋の町内一斉清掃」を７時から実施しました。 

台風１９号通過の影響による曇天の中で、約２８０名の会員の皆様のご協力で植樹桝・恵み野森公

園歩道部・恵み野北緑地の除草と、春に植樹した花の撤去ができました。 ありがとうございました。  
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女性部部長 

    荒井智子 
 
９月２４日(火)、女性部４５名の皆さんで秋の研修バス旅行に

行って来ました。 

今回は“十勝明治なるほどファクトリー”見学・試食と“柳月”

でのケーキ作りで、前日からの雨で心配していたのですが、当日

は強い雨･風もなく無事故で終わることが出来ました。 

 ケーキ作りでは、どれもおしゃれな出来栄えで、皆さんの集中

力の成果だと思います。 参加された皆様、お疲れ様でした。 
 

   
 

 今月号は記事の都合により「北町内会だより」となりました。「絆」は１２月号となります。 
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会長 渡邉 三好   

 
５５年前の昭和３９年１０月１０日、東京オリンピックは夜来の雨がピタリと止み、鮮やかな晴天のもと行われた開会

式でスタートしました。 天高く馬肥ゆる秋の１０月は、毎年、秋祭りや運動会が花盛りとなりますが、一方で秋は雲が

美しい季節とも言われます。 刷毛ではいたような白い絹雲、鯖の皮の模様のような鯖雲、また、鰯雲・羊雲などさま

ざまですが、詩人の宮澤賢治は生まれ故郷の東北の空を土耳古(トルコ)玉の空と形容しました。 

紺色の抜けるような空とふわふわとした薄い雲のコントラストも美しく、心身ともに健全で実りの秋に向かう季節で

すが、まことに残念ながら東北から九州･沖縄までの日本列島にやつぎ早に台風が上陸・かすめ、少々離れても所

によっては１００年に一度ともいわれる大雨の連続。 全く予想もしなかった河川の氾濫、堤防の決壊に長年住んで

いる人々が初めての体験という大きな被害が続出しました。 連続の長雨とどん天に、「青い空 

を眺めたのはいつだったっけかなあ？」と首をかしげるほどの今年の１０月の気象でした。 

昨年秋の北海道胆振東部地震でのブラックアウトは広く影響を与えましたが、今回の集中 

豪雨のつめ跡はあまりにも範囲が広く二次災害の心配もあり、このあと寒さの季節を迎える 

ということで一日も早い復旧復興を祈りたいものです。 
 
〈 お知らせ 〉 

◯ 皆様から頂いた生活環境改善要望への報告書は、北町内会館で保管していますのでどうぞご覧下さい。 

 道路標識等について追加の回答があり、先月末現地調査を行いました。次号で結果をお知らせします。 

◯ 今年もひとり暮らし高齢者等除雪サービス事業について、恵庭市と覚書を締結しました。昨年と同じく

８世帯を３人で担当。来年３月２０日までの期間中、１５センチ以上の降雪の時に除雪を行います。 

◯ １丁目の会員の方から石油ストーブを２台寄贈頂きました。 大切に愛用させて頂きます。 

◯ 冬タイヤへの交換時期ですが、盗難には十分お気をつけ下さい。 タイヤ盗難が頻発しています! 
 

┏━ 【 文化厚生部より 】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 

       第１８回作品展へ！ お待ちしています。 
 

   今年も、画・書・写真・トールペイント・手工芸品など入選作を含めた会員さん 

の労作を１１月９日（土）１０時～１７時、１０日（日）１０時～１４時、２日間展示します。  

特設コーナーでは、喜多昌幸さん(２丁目)所蔵の謄写機材３０点も見て頂け 

ます。 なつかしいガリ版の思い出が蘇る方も多いと思います。 

   なお、１０日（日）１５時からは、お楽しみアトラクション。 “札幌ときわ小町”ほかの 

皆さんで「南京玉すだれ、マジック」などです。 最後のひととき、おくつろぎ下さい。 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┛ 
 

 
体育部部長 盛 和彦  

１０月２０日(日)朝９時から、体育部主催の「第２回フ

ラワー健康ウォーキング」を参加者１２名(男性７名、女性

５名)で行いました。 当初は１０月１９日(土)でしたが、

雨のため一日延期して実施しました。 

雲一つない青空のもと、恵み野ウォーキングコース「挑

戦の道」(約５.５km)を約１時間半かけて歩きました。 

郷土資料館や、漁川左岸堤防道路、中央公園での紅葉を

楽しみながら、また道の駅周辺では工事中の周辺はどうな

るだろうかなどと、常日頃の事に話が弾みました。 

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。  
 

「集団資源回収」ご協力のお願い    -環境衛生部- 

１１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。 
 

令和の始まり・・・世界の平和を願うのみ 
 

第２回フラワー健康ウォーキング 
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リーダー 山田 利喜夫 
植樹枡に残ったナナカマドの実が鮮やかな朱色となり、団地環状線の銀杏並木も日ごとに緑から黄色に

染まり、恵み野の秋が始まりました。 富士山の初冠雪が３週間ほど遅れて冬の姿に変わりましたけれど、気

象庁の予報では、年内の日本列島は暖かく雪も少ないということでホッとしますね。  
回覧で数回お願いしていました麻雀卓の寄贈が、会員さんからありました。 麻雀は脳トレ活性には医学

的にも証明されており、老化を防ぎ若返りに役立ちます。 見学・体験もＯＫですので、関心のある方はどう

ぞお問い合わせ下さい。 また、碁盤の寄贈も再度ありました。 ありがとうございました。  
北町内会館では火曜日の夕方に新しいダンシングクラブが登場し、会館利用がほぼ１００

パーセントとなっています。 嬉しいことです。  
✿ 「第８９回シネマサロン」 １１月１６日(土)１３時から北町内会館で上映です。  ラグビー 

Ｗ杯が日本中の話題をさらいましたが、今回の作品はアメリカの国技ともいわれる 

アメリカン･フットボールがテーマです｡ 知的障害の青年がフットボール部のコーチ的存在として立派 

な成長をたどるアメリカ南部での実話をモデルに作られた「僕はラジオ」です。 お出かけ下さい。  
❉「第１回北の音楽まつり」 １１月２３日(土・祝)午後１時３０分から恵み野旭小学校体育館で開催します。 

東日本大震災復興支援チャリティとして、３部構成のプログラムを企画しました。  
･第１部 旭小、恵み野中それぞれ３名によるピアノで、北町内会のお子さん達にそれぞれ１曲ずつ 

演奏していただきます。 

･第２部 北町内会員の田所浩之さんが、マリンバのすてきな音色をひびかせて下さいます。 

･第３部 デビュー６０周年を迎えた元札幌交響楽団のチェロの名手、土田英順さんのコンサート。 

    土田さんは、東日本大震災発災直後から自ら復興支援の目的で「じいたん基金」を設け 

    各地でコンサートを催して愛の善意を呼びかけ、毎回義援金をみちのくの被災地へ寄金 

    されています。   
北町内会では一昨年土田さんのコンサートを開催しましたが、今回は“第１回北の音楽まつり”として 

  内容を濃くして実施します。 ぜひ大勢の皆さん、お出かけ下さい。 
 
＜今月の朗報＞ 

☺ 野球の恵み野ロイヤルズ、先月“太陽グループ杯”全道大会に出場し、１回戦を勝利 

しましたが、ベストエイトの２回戦で惜しくも敗退しました。 

☺ ＭＯＡ美術館恵庭児童作品展で、柳原小夏さん(５丁目、旭小４年)が銀賞に入選。 おめでとう！ 

☺ 倉田泰次さん(５丁目)が、１０月１０日に満１００歳のご長寿者となられました。 恵庭市では今年２３人 

 おられましたが、恵み野北町内会では何年ぶりのことでしょうか。 心よりお祝いを申し上げます。 

 

 
 
 ネットワーク夢の秋の楽遊会が１０月１９日(土)午後２時から、久しぶりに Jikei ﾚｽﾄﾗﾝ MEGUMINO

を会場にして開催しました。 今回は北海道胆振東部地震復興支援チャリティーとして、札幌からギタ

ーとマンドリン合奏の“マンドリン･アンサンブル・カルマーレ”の皆さんを招いて企画しました。 

当日はあいにくの小雨模様に、申し込まれた方で欠席の方もいらっしゃいましたが、飛び入りのお

客さんもおられ、懐メロから童謡まで誰でも知っている曲や歌の数々。 後半は何曲も全員で高らかに

合唱、アンコールが２回もでる盛況で、美味しいケーキやドリンクとまさに心身爽快、ルンルン気分

でフィナーレとなりました。 

 なお、当日寄せられた愛の善意２７,２６０円を、先月２８日、渡邉会長と本間総務部長が原田市長を

通じて日本赤十字社に寄金しました。 ご協力、心からお礼を申し上げます。 

   

ネットワーク夢ハートだより 

秋の楽遊会･･･マンドリンコンサートにうっとり 
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◎ 会計部よりお知らせ ◇令和 １ 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 (金) 回覧版「北町内会だより」11 月号発行   

/ 2 (土)  8:30~ 旭小学校「学芸発表会」 旭小学校 山田・塩野 

/ 9~10(日) 10:00~ 第 18回北町内会作品展 北町内会館 文化厚生部 

/ 9 (土) 16:00~ 恵み野町連第 2 回会長･総務部長会議 恵み野会館 会長・野沢・本間・西川 

/ 11 (月) ~ 20 (水) 冬の交通安全運動 市内各所 防犯交通部、区長 

/ 11 (月) 18:30~ 11 月度総務部会 北町内会館 総務部 

/ 14 (木) 18:30~ 11 月度四役会議 北町内会館 四役 

/ 16 (土) 13:00~ 第 89 回シネマサロン 「僕はラジオ」鑑賞 北町内会館 ネットワーク夢 

/ 17 (日) 13:00~ 第４回役員会 北町内会館 四役･専門部･相談役 

/ 18(月)～20 (水) 集団資源回収 北町内全域 環境衛生部 

/ 23 (土) 13:30~ 

〃  13:30~ 

北の音楽まつり「土田英順チェロコンサート」他 

青少年育成市民のつどい 

旭小体育館 

市民会館 

ネットワーク夢 

塩野 

/ 30 (土) 13:30~ 恵庭市民憲章「作文発表会」 市民会館 会長・本間 

 

◎ 退会のご報告         室木 弘洋 様     11月 1 日退会          北 5丁目 

 室木 孝之 様   11 月 1日退会     北 7 丁目 

◎ お悔やみ申し上げます   浅田  勇 様 10 月 16 日ご逝去 90歳  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、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 ) 

　　　　　令和１年４月から９月までの資源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 ３５８,７０３円  ＜前年同期実績 ３３７,１４０円＞

　　　　　　〇 市からの奨励金　<見込み額>　　１４７,４００円 　(100円未満切捨て/１１月中に入金予定)

　・ 新聞紙等 131,946 円 < 43,982 ㎏×３円 >　　　
・ 雑　　　紙 15,480 円 <   2,580 ㎏×６円 >

○令和１年　資源回収上期集計　（Ｒ１.４ ～ Ｒ１.９）

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 30,050 1,680 6,320 300 78 1,500 270 40,198 8,368.2 8,828.2

５ 月 24,150 1,830 6,480 250 253 1,500 630 35,093 7,408.0 7,758.0

６ 月 27,850 1,560 6,320 250 81 1,200 450 37,711 7,928.9 8,368.9

７ 月 24,100 1,080 5,080 300 78 1,650 450 32,738 6,733.2 7,153.2

８ 月 22,200 990 5,520 250 78 1,650 480 31,168 6,433.2 6,953.2

９ 月 25,300 1,200 5,760 350 45 1,500 240 34,395 7,110.5 7,500.5

上期計 153,650 8,340 35,480 1,700 613 9,000 2,520 211,303 43,982.0 46,562.0

 <参考> 平成３０年 資源回収上期集計　（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

＊市からの上期奨励金　156,400円　<新聞紙等48,438.3kg×３円、雑誌1,850kg×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

460

350

440

420

520

390

2,580

1,850

440

280

290

230

330

280

編集部 
からの 
お願い 

 


