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                                  文化厚生部 
 
１１月９日(土)・１０日(日)の２日間、北町内会館において「第１８回 北町内会作品展」が開催され、

今回も北町内会員３２名の方々が、絵画・書道・写真・手工芸品・ 

トールペイントなどを出展されました。  

今年の企画展では、喜多昌幸さん（２丁目）の謄写機材３０点 

(ガリ版、ステンシル、切り絵等) を展示、体験コーナーも設けて 

来場者に体験していただき好評でした。 

最終日の午後３時から、“南京玉すだれ”と“マジック”のアトラ 

クションで、来場されていた２６名が楽しい時間を過ごされました。 

今年は、２日間で延１３６名の皆様に鑑賞していただきました。   

    

    

   
 

「第 34 回 恵み野北町内会定期総会」開催！ 

日時：令和元年１２月 15日（日）13：00～ / 会場：恵み野会館 2 階 
 

第１８回 北町内会作品展 
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 １０月２７日(日)、５組のご家族、お子さん３名を含む計２９名により、毎年恒例の防災研修バスツアーが行わ

れました。 研修先は、岩見沢消防署と江別河川防災ステーションです。 

 岩見沢消防署では、早めの到着にもかかわらず、あたたかく迎えて頂き、署内の設備を丁寧に案内して

頂きました。 平成２９年９月に新築移転した地上５階建ての庁舎棟と訓練棟、高機能消防指令センターなど

大規模な災害が発生したときにも頼れる機能が備わっていました。 迅速な地点特定、車両運用端末装置

を用いた現場までの最短ルート把握、他車両位置や道路・水利情報など、刻々と変化する情報の共有化が

署内、車両間で行われています。 そのほか、約７２時間対応可能な自家発電設備、道内では数少ない自家

用給油設備も整備されています。 短い時間でしたが、消防署の日常の役割や機能、災害への備えを研修

することができました。 

 江別河川防災ステーションは、水防資器材の備蓄、水防活動の拠点 

基地や災害時の避難場所として活用するための施設です。 昭和１０年 

まで石狩川を航行していた蒸気船「上川丸」の実物大のレプリカ、洪水 

による被害と治水への取り組み、明治時代の川と町並みを復元した  

ジオラマなどが展示されていました。 台風１９号の被害が大きく報道 

されていただけに、治水の大切さを学ぶことができました。 

天候にも恵まれ、寄り道の直売所ではお土産も買い求め、昼食は 

長沼温泉でのジンギスカンなど、大満足の充実した研修でした。          バスにて出発 

   
     岩見沢消防署前にて記念撮影            司令室                訓練棟 

   
         消防車両              消火時着用装備の説明           待望の昼食！ 

 

防災対策隊 隊員募集中!! 
 

１２月１日(日)１３時より、防災対策隊第６回研修会が恵み野北会館で行われます。 今回は恵庭市の防災 

担当者を講師に迎え、 ①北海道胆振東部地震を振り返って ②恵庭市の防災への取り組みについて の 

研修です。 関心のある方の参加をお待ちしています。 
 

   昨年９月６日に発生した地震から一年が過ぎましたが、復興に向けた取り組みは続けられています。 

今年も千葉県で台風１５号から続く被害、東北の台風１９号の水害など、災害は毎年ように続いています。 
 

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。 現役世代にも無理のないよう、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いただきます。  

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 

ポストへ投函されるか、ＦＡＸ（37-7800）やメール(chounaikai@megumino-kita.net)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  
 
 １０月。 半年近く楽しませてくれた植樹桝の花々が、町内の一斉清掃で撤去されました。 花の勢いはまだま

だ十分だっただけに、正直チョッピリ残念な思いでした。 

 １１月。 花を失くした街路樹のななかまど・銀杏の木が、まるで後を追うように日毎に葉 

を散らし、坊主姿に変わってきました。 

 そして１２月師走。 師走の師は僧のことで、せわしさに僧も走り回るところから出た言葉 

だと俗に言われています。 

こんな俳句を見つけました。 『師走かな 屋根の修理で おっこちたる』 (金子兜太) 

背景を考えると屋根仕事の最中に足を滑らせて転落し大怪我をしたかと連想しますが、 

下五の表現でそれほどの事故でもなく、むしろ師走の忙しさを強調した作者の心が読み取れます。 

 一方、現実の師走、台風１５号に見舞われた千葉県南部の街並みの屋根には、いまだにブルーシートが沢

山かけられ、人手や資材不足でこのまま越年してしまうのかと思うと、寒色系であるシートの青色が一層肌寒さ

を感じさせられてしまいます。 

 平成の終わりと令和の始まり、今年は１年で２年分を味わいました。 締めのひと月には５つの町内会行事が

組まれていますが、全員心身を引き締めて有終の美を飾りましょう。  
 さて新聞記事からですが、１０月に亡くなられた浅田勇さん(北１丁目)が、従五位に叙せられました。 
 
 最後に残念なニュースです。 冬の全国交通安全運動の期間中に全国で発生した事故死で、北海道がワー

スト３位となっています。 恵庭市でも１件、恵み野地区で犠牲者が出ており、しかも加害者が北町内会員で、

事故死ゼロは６９４日でストップ。 まことに痛恨の極みで、亡くなられた方のご冥福を心から祈りましょう。 
 
 

リーダー 山田 利喜夫 

 インフルエンザが例年より１ヶ月も早く流行入りしました。 ９月に沖縄で大勢発症ののち１１月半ばで全国

に拡大、今の集計方法である１９９９年以降で、新型が流行した２００９年を除いて最も早い流行入り。 今年の

ウイルスはＡ型の一つで、０９年新型のＨＩＮＩ型がほとんどですが、ワクチンの効果が出るのはおよそ１ヶ月後

で、２回かかる人も多いと心配されます。 旭小学校でも１年生の学級閉鎖がありました。 

 万病のもとカゼ、風邪より厄介なインフルエンザ、お互い全力で予防しましょう。 
 
❉ １１月に開催した「第１回北の音楽まつり」は、次号でくわしくお伝えします。 

❉ 今年最後のシネマサロンは、７日(土)１３時から北町内会館で開催します。  

第９０回を記念して、 “幸福の黄色いハンカチ” “切腹” “北京ヴァイオリン” 

 “マックスとヘラジカの大冒険” の四作品から、当日投票で上映作品を決定します。  
【 今月の朗報 】 

☺ 恵庭市老人クラブ連合会の第２９回芸能文化祭で、北むつみ会の松前榮さん(１丁目)が会長表彰、澤井 

 絹代さん、桑原ミツエさん、福山允子さん、樋口玲子さんの４人の方々が優良会員として表彰されました。 

  また、この日の演芸発表では、竹内恵子さんら１４名の皆さんが歌謡詩舞の“武田節”を熱演されました。 

☺ 恵庭市スポーツ功労青少年表彰は、恵み野中女子卓球部が受賞しました。 

☺ 第９４回美術の北海道展会友賞に長坂栄子さん(４丁目)が入選。 この作品は来年の北町内会作品展に 

出展していただきます。 楽しみに待ちたいですね。 
 

「集団資源回収」ご協力のお願い    -環境衛生部- 

12月は   １８日(水) ⇒ 北６・７丁目   １９日(木) ⇒ 北１・２丁目 

 ２０日(金) ⇒ 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。  
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

- 至急のお知らせ - 
 

これまで１升ビンは緑色と茶色の２種類を対象としていましたが、今月１２月の回収 

から茶色のビンだけとなります。 緑色のビンは恵庭市の資源回収日にお出し下さい。 

平成の終わり・・・令和の始まり・・・今年の最後、有意義に！  

 

ネットワーク夢ハートだより 
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文化厚生部主催の恒例「囲碁大会」が１０月２７日(日)１０時から 

開催されました。 今回は１０名が参加、熱戦が展開されました。  

３勝１敗が５名の混戦となりましたが、北川さんの 3連覇は荒さんに 

阻まれました。 結果は以下のとおりです。 
  

優  勝  荒   拓志 様  初段 （４丁目） ３勝１敗 

準優勝  北川 国尋 様  ３段 （５丁目） ３勝１敗 

第 3位  林   吉明 様  ５段 （２丁目） ３勝１敗 
 
 

 
 

１１月１７日(日)、北町内会館にて、今年最後の役員会が開かれ、四役、各専門部の正・副部長及び相談役 

２８名が出席し、主に定期総会関連の議題が討議されました。 
 

(1) 第３４回定期総会議案協議について  

(2) 平成３１年度(令和元年) 各専門部事業実施報告と決算 

(3) 令和２年度 事業計画(案)及び予算(案)について 

(4) 平成３１年度(令和元年) 一般･特別会計決算(案)  

及び 令和２年度一般･特別会計予算(案)について 

(5) 年忘れ「もちつき大会」及び「役員反省会」について 
 
◎ 今月の町内会の動き 

月 / 日（曜）時間 内  容 場  所 摘  要 

12/ 1(日) 

  〃   9:00~ 

〃   13:00~ 

〃   終了後 

広報紙「絆(きずな)」１２月号(97 号)発行 

冬の子どもレクリエーション（北・東合同） 

防災対策隊第６回研修会 

１２月度総務部会 

 

旭小体育館 

北町内会館 

北町内会館 

全戸配布 

青少年育成部 

防災対策隊 

総務部 

/ 5(木) 13:00~ 

〃   18:30~ 

北町内会会計監査 

１２月度四役会議 

北町内会館 

北町内会館 

会計部、監査役 

四役 

 / 7(土) 13:00~ 第９０回シネマサロン －参加者の投票で決定－ 北町内会館 ネットワーク夢 

 /11(水) 10:00~ 定期総会議案書の綴込み 北町内会館 四役他 

 /14(土) 15:30~ 恵み野町連第３回役員会・懇親会 北町内会館 町連役員 

/15(日) 13:00~ 北町内会第３４回定期総会・懇親会 恵み野会館 町内会役員、町内会員 

/18(水) ~ 20(金) 集団資源回収 北町内全域 環境衛生部 

/21(土) 11:00~ 

     終了後 

北町内会「年忘れもちつき大会」 

北町内会役員反省会 

北町内会館 

北町内会館 

町内会役員、町内会員 

町内会役員 

/23(月) 18:30~ １月度前倒し総務部会 北町内会館 総務部 

12/30(月)～1/3(金) 年末年始休館 北町内会館  

1/ 5(日)  10:00~ １月度四役会議 北町内会館 四役 

/13(月･祝) 

  〃  13:00~ 

広報紙「絆(きずな)」1 月号(98 号)発行 

令和２年度北町内会第１回役員会 

 

北町内会館 

全戸配布 

四役・監査・専門部・区長 

 

◎ 新会員のご紹介      久保田 徹 様 11月 3日入会    北 1丁目 

 高原 善富 様 11月 4日入会   北 1丁目 

 堀田 裕也 様 12月 1日入会 北 5丁目 

◎ お悔やみ申し上げます   寺澤 健一 様 10 月 26 日ご逝去 80歳  北 4丁目 

 浅田 愛子 様   11月 13 日ご逝去 86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 ) 

編集部 
からの 
お願い 

 

第４回 北町内会役員会 

北町内会 囲碁大会 


