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会長 渡邉三好  
 親愛なる北町内会の皆様、平成 31 年、2019 年の幕明け、心からお慶び
申し上げます。 といいましても、今年は天皇の譲位により、5 月 1 日に新しい
年号に変わることが決まっており、一年に 2 度のスタートを切るフレッシュな年
となります。 
 平成 30 年の歴史とともに歩んできた北町内会ですが、昨年は退会者を
上回る多くのご家族が新しい仲間となられ、現在 1,130 世帯のマンモス町内
会となりました。 
 植樹桝のベゴニアの花の数が増え、長い期間住民の心を癒しています。 

車道や歩道の修復舗装もあちこちで見られ、中央公園冒険広場の滑り
台がデラックスなものに新調、雪どけから毎日楽しんで頂けます。 
 2 年目に入った ‘みんなの図書館’ には、一年間で延べ 2,000 人の子どもたちの利用があり、
北町内会館が安心して過せる居場所となりました。 
 役員の 2 年任期が昨年満了しましたが、大部分の方が再任を引き受けて下さり、新設の相談
役を含めて 7 人の方が新たなメンバーとなりました。 どうぞよろしくお願いいたします。 
 また、今年から 2 年間、恵み野町内会連合会の事務局が北町内会となります。 責任の重さを
痛感しており、会員の皆様の更なるご理解・ご支援をお願い申し上げます。 
 
 

 

 

１２月１６日（日）、恵み野会館において「第３３回恵み野北町内会定期総会」が行われました。 

役員(四役、各専門部、監査役)及び代議員(区長、班長)ならびに一般会員併せて５９名が出席、平成３０

年度の総括及び平成３１年度計画並びに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。 
 

   
     渡邉会長 開会挨拶      議長に５丁目１区長の北川氏を選出 

 

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 

６名の方々に、感謝状と副賞が会長より贈られました。 
 
   ◇１０年表彰 広橋幸枝様、 清野邦彦様、 荒井智子様 

   ◇ ５年表彰 本郷隆夫様、 恩田文恵様、 金住弘美様 

 

 
 

新年を迎えて(会長挨拶) 

第３３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”好天にペッタンペッタン大盛況！ 
        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆*+♪ 

  北町内会恒例の年納め行事「年忘れもちつき大会」が、１２月２２日(土) 午前１１時から北町内会館で行わ

れました。 何年か振りの上々の天気となり、参加申込みも過去最高の１９０人を超え、役員も前日からの準

備に追われました。 

  来賓として出席して頂きました原田恵庭市長も、人いきれとお子さんの多さに 

ビックリ、十数人もの子どもたちと一緒にペッタンペッタン、杵音高く“初づき”を 

して下さいました。 特に今回は幼児・小学生が１００人近くと、北町内会の発展に 

つながる夢が広がる様子を見て、本当に嬉しく思いました。 

  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！？       恵庭市長とお子さんのつき初め            みなさん、美味しそう！ 

 
 
 

                          - 青少年育成部長 塩野 睦美 – 
 

１２月２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１８６名(北７９名)の参加がありました。 

前半の高学年の部ではドッチビー・ドリブルリレー・ビンゴゲーム、後半の低学年の部では陣取り玉投げ・ 

しっぽ取り鬼ごっこ・ビンゴゲームを実施しました。 幼児コーナーは、マット運動をやめて新聞プール・絵本

コーナーのみにしましたが、低学年の部で幼児が参加しやすい競技を 

行ったので利用者は少なめでした。 ただ、幼児の参加者が毎回増え 

ているので、今後の検討課題です。 

今回も高学年の参加者約１０名が低学年の部に残って、進行をお手 

伝いしてくださり、大変助かりました。 

外で遊ぶ機会が減ってきている季節、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。 
 

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

  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。）   

  ５日(土)、６日(日)、９日(水)、１２日(土)、１３日(日)、１６日(水)、 

２０日(日)、２３日(水)、２６日(土)、２７日(日)、３０日(水)  開館時間：午後１時～４時 
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■  

冬の子どもレクリエーション 
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リーダー 山田 利喜夫 

 北町内会のみなさま、明けましておめでとうございます。 
 

✿ 今月の“第 79 回シネマサロン”は、1 月１９日(土)午後１時から北町内会館で開催します。 

  雪国北海道を舞台に、高倉健さんが中年人生の哀歓を見事に演じて、日本アカデミー主演男優賞を

獲得した「駅」の上映です。 皆さんどうぞお出かけ下さい。 

◎▽□市民憲章作文に、北町内会から４人が入賞。 おめでとう！ □▽○ 
 
 昨年末、平成３０年度の市民憲章作文発表会が行われ、市内１３の小中学校からの１,００７点の応

募作品の中から、３０名の入賞者発表がありました。 その中に北町内会の児童生徒が恵み野中１名と

旭小３名の合計４名が選ばれました。  
◎優秀賞  恵み野旭小５年 栗田夏帆さん(７丁目) 

  恵み野中１年  工藤咲来さん(７丁目) 

◎入 選   恵み野旭小５年 佐藤はるかさん(６丁目) 

 恵み野旭小５年 前田稀琳さん(１丁目)  
 優秀賞の２作品をご紹介します。 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

  「大好きな恵庭市」                  恵み野旭小学校 ５年 栗 田 夏 帆   
わたしは、恵庭市が大好きです。ですから、恵庭市のいいところを三つしょうかいします。 

一つ目は、ゴミがあまり落ちていないことです。わたしが学校に登校するときもゴミが落ちていません。 

そして、わたしたちの学校では毎年、五月三十日にゴミを拾っています。ですから、恵庭市はすごくきれ 

いなところだと思います。このまま続けていけば、恵庭市はもっときれいなところになると思います。 

二つ目は、自然がいっぱいあることです。わたしが、よく行く公園にはきれいな川が流れています。 

そして、木もいっぱいあり、恵庭市には恵庭岳もあるのですごく自然がいっぱいあると思います。また、 

わたしの学校ではセキレイという鳥が巣をつくったり、時にはハチが教室に入ってきたりします。それは、

恵庭市は自然ゆたかなところでもあるからだと思います。 

三つ目は、恵庭市にはきれいな漁川という川が流れていることです。河川の上流部には、エゾウグイ、ウ

グイ、アメマス、ニジマス、オショロコマなどがすんでいて在来種のオショロコマはかんきょう省のレッド

データブックにも指定されており、ちとせ川水系では漁川とラルマナイ川の一部でしか生息は、かくにんさ

れていません。さらに、淡水にすむ甲殻類ではニホンザリガニがかくにんされているそうです。それだけ、

生き物がすんでいるということはすごく水がきれいな川だとわたしは思います。 

このように、恵庭市はいろんないいところやすごいところがあります。わたしは、この作文を書いて恵庭

市のみりょくを伝え、恵庭市をまだ知らない人たちに「恵庭市って知ってる?」と聞いたら、「知ってるよ!」

とこたえてくれるようないいところがいっぱいある恵庭市になってほしいです。 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

  「住みやすいまち」                   恵み野中学校 １年 工 藤 咲 来   
みなさんは住みやすいまちについて考えたことはありますか。私は住みやすいまちとはどの年代の人も

安心して生活を送れるようなまちだと思います。私は恵庭はとても住みやすいまちだと思います。しかし、

高齢者や障がい者からするとどうなのでしょうか。私は高齢者や障がい者からすると、平和や楽しい面では

いいと思いますが、安全面を考えると本当に住みやすいまちだとは思いません。私は昔、自転車に乗って歩

道を走っている小学生と歩いていた高齢者がぶつかりそうになったのを見たことがあります。とても危な

かったです。高齢者はすごくこわい思いをしたと思います。歩道は歩く人のための道です。自転車で通るな

ら、道路側に寄って走る、歩行者を優先することをやった方がいいと思いました。こうしたきまりを守って

いくことで、どんどん恵庭が住みやすいまちになっていくんじゃないかなと思います。きまりを守れば交通

事故になることも少なくできれば、高齢者や障がい者も安心して生活を送ることができると思います。こう

したことを市民一人一人が意識を高めていけば高齢者や障がい者を大事にし、困っていたら声をかけるな

ど高齢者や障がい者を助けるということにもつながていくと思います。私はこれから高齢者や障がい者だ

けでなく、困っている人がいたら声をかけたり、人を助けるということを積極的にやり、みんなが安心して

生活を送れるまちをつくるために少しでも協力していきたいです。 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

ネットワーク夢ハートだより 
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女性部講習会 “詐欺にご注意!!” 

 

 

 

 
 
 １１月 28日(木)、恵庭市消費者協会から 2 名の講師を招き、詐欺商法に 

ついての講習会を開催しました。  

当日は１９名の方がご参加、ビデオやスライド等を使用し視覚に訴える 

形で進めて頂きましが、近年は新手な商法も発生しているようです。                                                   

参加者からは、スマホや携帯電話でのフィッシング、私たちが詐欺と認 

識できずに高額な商品の購入や契約をしてしまう訪問販売等の体験談がありました。  

最後に、消費者協会より希望者にステッカーのプレゼントがあり、全員が頂きました。   
 

 
 

 １２月２日(日)13:00～15:00、北町内会館にて“防災対策隊第６回研修会”が、隊員及び会員併せて３９名の

出席で行われました。 今回は、東日本大震災発生２週間後にジャーナリストや映画監督たち４名が被災地

に入り、その様子を記録したドキュメンタリー映画「３１１」を鑑賞し、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。 

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

1/ 6(日) 18:30~ １月度四役会議 北町内会館 四役 

 / 7(月) 11:00~ 道町連共済保険加入者変更届 市民活動センター 本間 

/ 8(火) 18:00~ 恵庭市新年交礼会 市民会館 会長 

/ 9(水) 10:00~ 

〃  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 

町連役員 

/11(金) 11:00~ 北むつみ会新年祝賀会 憩の家 会長 

/14(月) 13:00~ 

〃  

〃  

平成３１年度北町内会第１回役員会 

広報紙「絆(きずな)」1 月 15 日号(94 号)発行 

１月度回覧配布 

北町内会館 

全戸配布 

四役・専門部・監査役 

・相談役・区長 

区長 

/16(水) 15:00~ 

〃   18:00~ 

障害者差別解消法講演会 

ふるさと産業振興条例制定記念フォーラム 

市民会館 

えにあす 

会長 

会長 

/18(金) ~ 20(日) 集団資源回収日 北町内全域 環境衛生部 

/19(土) 13:00~ 第 79 回シネマサロン 「駅」鑑賞 北町内会館 ネットワーク夢 

/20(日) 15:30~ 恵み野町連定期総会・懇親会 西町内会館 町連役員 

/29(火) 13:30~ 恵庭市地域づくり講演会 市民会館 会長 

/31(木)  9:20~ 消防設備業者点検 北町内会館 山田 

◎ 新会員のご紹介      野呂  智 様 12月 1日入会    北 7丁目 
 松尾 未奈 様 12月 2日入会 北 5丁目 

 佐久間健太様 12月 2日入会 北 5丁目 

 佐藤康一郎様 12月 15 日入会 北 3丁目 

 稲澤美和子様 12月 27 日入会 北 7丁目 

◎ 退会のご報告    合同容器 六合庵 様 12月 20 日退会    北 6丁目 

 鎌倉 成一 様 12月 27 日退会 北 7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(金) ⇒ 北６・７丁目   １９日(土) ⇒ 北１・２丁目 

 ２０日(日) ⇒ 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。 

 
◎ 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 ) 

編集部 
からの 
お願い 

 

第６回防災対策隊研修会  

 

 


