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会長 渡邉 三好  
 
 １０月初め、少し早いかなあと思いつつ、成長し過ぎたコスモスが風に揺られて車道側に広がり、車は

もちろん人にも迷惑だという声が多く寄せられましたので、５月に植栽した花ともどもに撤去し淋しい風

景となりました。 一方で植樹桝のナナカマドは朱色の実が濃くなり、カラスや野鳥のついばむ姿が見ら

れます。 じっと観察していると、カラスは意外に熟した実には関心がないように思います。 

 ところで、８月号でケガをした我が子に対する親カラスの愛情劇をお伝えしましたが、

今回、後日談をご紹介しましょう。 

 １０月９日(金)の朝、みどりのおばさんの山本さん(１丁目)とガーデン歯科前通学路 

交差点にいたところ、突然、向かいの電柱の上にいた３羽のカラスがけたたましい声で 

周囲をぐるぐると回り始めました。今日はゴミ出し日ではないし、兄弟ゲンカでもして 

いるのかなあと見ていたその時、突如として飛び出した動物、茶色の大型犬かと思いきや、

ナントナント、野生のキツネさんでした。 

 前回私が受けたのと同じように、３羽のカラスが一斉に追いかけて逃げるキツネとの 

決戦に････。 あまりにも忍者のごときスピードで島松方向の次の筋を右折したために、 

結果までは見届け出来ませんでしたが、子どもたちの通学時間直前の出来事でしたから、

ホッと胸をなでおろしました。 

 1年に２､３回キツネの登場を見かけますが、あんな戦争のワンシーンを見たのは初めてでした。 
 

 さて、新型コロナ渦中のインフルエンザのシーズン。 幸い今のところインフルエンザの発症はゼロに

ひとしい数字となっています。 インフルは門前払い、コロナは追放。 これを二枚看板に、まずはこれか

ら２ヶ月、年末まで元気に過ごしましょう。 
 

【お知らせ】 

○ １１月１１日(水)、道と川の駅 “花ロードえにわ” に新たに花の拠点「はなふる」が新装オープン、 

式典を行います。 今のところ一部分の完成ですが、道内の花のプロの特別花壇を始め、ホテルや  

子ども達の遊びの広場もプランに入っており、来春の花のシーズンには新名所となること間違いなく、 

楽しみに待ちましょう。 

○ 上記の「はなふる」事業に付随して、緊急貯水槽が整備されます。 その完成見学会を１１月１５日(日) 

 午前１１時から午後２時まで、「はなふる」にて開催します。 お気軽にご参加下さい。 出店あります。 

      

   異常気象や地震などの災害発生時に水道本管が壊れ蛇口から水が出なくなった際に、緊急 

貯水槽内にある貯留水を飲料水として供給できる施設です。 

 今回整備した緊急貯水槽は、約１万１千人に１人１日３リットルの水を３日間給水出来る 

ものです。（容量：１００立方メートル） 
 

○ 「恵庭市介護予防講演会」が、１１月２５日(水)午後１時から市民会館大ホールで行われます。 

   ・第１部 いきいきご長寿表彰式 

   ・第２部 いきいき百歳体操で心と身体を･･･北海道文教大学副学長  田邉 芳恵 さん 

   ・第３部 コロナで分かった究極の介護予防を教えます。 

･･･元ＮＨＫ「ためしてガッテン」専任ディレクター  北折 一 さん 

 電話０１２３-３３-３１３１(市役所内線１２０９)までお申込み下さい。 定員４００名(座席指定) 
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えにわる家族で･･･アイ･ラブ・恵庭、楽しい日々を！ 

緊急貯水槽とは･･･？ 
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╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

「恵庭エッセー賞」受賞 
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

 

１９７０年/昭和４５年の恵庭市制施行から２０２０年/令和２年の今年、５０周年 

の節目を迎えました。 

５０周年記念事業の一つとして、昭和５０年創刊以来４６号発行をつづけている 

“恵庭市民文芸の会” が主催した “恵庭エッセー賞”、「恵庭とわたし」を主題に一般市

民へエッセーの応募を呼びかけました。 

 市民から１４編の作品が寄せられましたが、ナントその中に最優秀賞の恵庭市長賞

に輝いたのが北町内会３丁目の竹森明子さんの「えにわる家族」、そして優秀賞の教育

長賞を頂いたのが町内会長の「アイ･ラブ･ふるさと･恵庭」という光栄に恵まれました。 

“文芸の会” の高橋会長は、「恵庭賞にあふれた素晴らしい作品ばかりで選考が難し 

かった」と語りました。 

最優秀賞恵庭市長賞の竹森明子さん(３丁目)の「えにわる家族」は、 

’いじわる‘ ‘わるがき’ などを連想する『えにわる』が全くの正反対の 

意味で、竹森さんがまだ恵庭に住んでいない時に、好きな花火見物の 

恵庭会場での交際中であったご主人との会話がきっかけで、その後に 

何度も異口同音ならぬ同口同音の連続が『えにわる』の新語となり、 

恵み野に住んでからのアットホームな家族模様を面白く綴り、原田 

市長も「『えにわる』は響きも良いので、私も使わせて頂きたい。」と 

称賛されました。                          

 優秀賞恵庭市教育長賞の町内会長渡邉三好さん(２丁目)の「アイ･ 

ラブ･ふるさと･恵庭」は、「題名そのままに、恵み野に移住して四半   １０月１５日に表彰式が行われました。 

世紀を、文字通りボランティア一筋に生きている郷土愛が人一倍溢れたエッセー」と村田選考委員のことば

でした。 町内会の皆様にお礼申し上げます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 
 
１０月１１日(日)、北町内会館にて第１回部長会議が開かれました。  

新型コロナの影響で、今年度の行事のほとんどが中止のやむなきに 

至りました。 その状況下のもとで、下記の議事を協議いただきました。  
(1) 令和２年度 各専門部事業実施報告について  

(2) 令和３年度 各専門部事業計画(案)及び予算(案)について 

(3) 令和２年度 第４回役員会及び定期総会の開催について 

(4) その他 年忘れ「もちつき大会」中止について など 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
                   

 
 

１０月４日(日)、「北町内会植樹桝花壇除草作業」を７時から行いました。 

コロナウィルス感染防止のため、一般会員の参加を中止し、北町内会役員(四役、監査役、専門部 

部長、副部長)で春に植樹桝に花植えをしたものの除去と、除草を行いました。 

   

北町内会 第１回部長会議 

植樹桝花壇除草作業 
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リーダー 山田 利喜夫 

 「日陰もなく、陽光もなく、蝶も蜂もいない、果実もなく、花も葉もなく鳥もいない、１１月よ！」 

詩人フッドは地球上のどこの１１月をうたったのでしょうか。 

 実りの秋１０月を過ぎ、霜月と呼ばれ寒い冬に向かう１１月。 北半球はすべてその季節に入るわけですが、

今は新型コロナの暗黒が地球全体をおおい、いつ晴れるのか、誰一人答えられるものはいません。 

 ２週間前の１０月１５日、札幌手稲山で初冠雪を観察しましたが、平年より一日早く昨年より２２日も早かった

ということです。 ３日後、恵み野で大量の雪虫が舞うのを見ました。 雪虫が飛ぶと１ヶ月位で雪が降ると

いわれており、コロナコロナで行事らしいものを何も出来なかった今年も、ストーブが恋しいシーズンにな

ったのだなあと感じます。 
 
 そんな中、週に３回北町内会館を子どもたちに解放する「みんなの図書館」には毎回 

元気な子どもたちが大勢来て、卓球や折り紙、ゲームに宿題勉強などグループごとに 

楽しい居場所作りの場となり、１月から延べ１,７００人ほどの子供達が来てくれました。  

クリスマスに行う恒例年忘れモチつき大会がコロナ対応のため 

中止を決めたことが残念でなりません。 来年こそ子どもレク 

リエーションから交流会、ラジオ体操そしてもちつき大会まで無事に出来るように 

今から祈りましょう。 
 

  また、コロナ対応で半年以上も自粛していた北町内会館のサークル活動もよう 

やく正常に戻り、いきいき体操ほかの体操、囲碁、マージャン、書道にソロバンなど、 

午前・午後とも終日、それぞれ有意義なひとときを体験されています。 
 
 さて、８年以上月１回で催してきたシネマサロン例会が、１０月２４日(土) 

開催で、お陰様で１００回目の記念にあたり、特別企画を行いました。 

 第１部として、戦後恵庭の街の大衆文化に貢献した映画館「恵庭館物語」 

館主 土屋博さん一家 の歩みを上映し、第２部はノミネートした名作４作品 

 ①「第三の男」、②「自転車泥棒」、③「禁じられた遊び」、④「市民ケーン」 

から、来場者の投票による上映として、接戦のすえ第 1位になった「第三の 

男」を鑑賞しました。 

 当日はご常連のファン１０名ほどが残念ながら姿が見えず、結局１６名 

の皆さんに楽しんで頂きました。 

また終了後、北広島市の長瀬千年さんが来館され、なんとか北広島市 

でも自主上映を計画したいのでと、いろいろ歓談しました。 

シネマサロン１００回の実績がこんな反響を与えたのかと、大変嬉しく 

思いました。                            北海道新聞９月２９日記事（町内会ＨＰに転載） 
 
 ✿ 今月のシネマサロンは、１１月２１日(土)午後１時から北町内会館で、１０１回目の例会となります。 

日本の美空ひばりとアメリカのマーガレット・オブライエン、ともに当時の名子役の二人が友情を 

育くむ映画 「二人の瞳」 を鑑賞。 楽しいなつかしい映画です。  

当日は、どうぞマスク着用でお出かけ下さい。 
 
 

「集団資源回収」ご協力のお願い    環境衛生部 

１１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。 

ネットワーク夢ハートだより 
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◎ 今月の町内会の動き  
月 日（曜）時間 内  容 場  所 摘  要 

11/ 1 (日) 

〃  13:00～ 

回覧版「北町内会だより」11月号(第 81号)発行 

恵庭市制 50 周年記念式典 

 

市民会館 

 

会長 

/ 3 (火) 18:00～ 北町内会 第４回役員選考委員会 北町内会館 会長､野沢､本間､区長７名 

/ 5 (木) 10:00～ 市民憲章推進協議会 第２回作文審査会 市役所 会長 

/ 7 (土) 16:00～ 恵み野町連 第２回会長･総務部長会議 北町内会館 会長､野沢､本間､西川 

/ 9 (月) 18:30～ １１月度総務部会 北町内会館 総務部 

 /12(木) 18:30～ １１月度四役会議 北町内会館 四役 

/13(金) 10:00～ 

/13(金)~22(日) 

社会福祉協議会 社会福祉功労者表彰式 

冬の全国交通安全運動 

市民会館 

市内各所 

会長 

防犯交通部、区長 

/15(日) 13:00～ 北町内会 第４回役員会 北町内会館 四役、専門部長 

/18(水)~20(金) 北町内会集団資源回収 北町内全域 環境衛生部 

/21(土) 13:00～ 第 101 回シネマサロン 「二人の瞳」鑑賞 北町内会館 ネットワーク夢 

/28(土) 未定 市民憲章推進協議会 作文発表会 市民会館 会長、本間 

◎ 赤ちゃん誕生おめでとう          かんな 

          及川 亨 様  次女 栞菜ちゃん  10 月 2 日生まれ 北 1 丁目 

◎ 新会員のご紹介        飯田 博志 様 10 月 6 日入会   北 5 丁目 
                中井 秀幸 様   10 月 10日入会 北 4 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２年度上期　資源回収状況報告◇
　　　　　令和２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 ２８５,４２０円  ＜前年同期実績 ３５８,７０３円＞

　　　　　　〇 市からの奨励金　<見込み額>　　１１７,７００円 　(100円未満切捨て/１１月中に入金予定)

　・ 新聞紙等 103,464 円 < 34,488 ㎏×３円 >　　　
・ 雑　　　紙 14,280 円 <   2,380 ㎏×６円 >

○令和２年　資源回収上期集計　（Ｒ２.４ ～ Ｒ２.９）

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 21,100 1,320 5,240 300 48 1,500 360 29,868 6,211.2 6,571.2

５ 月 18,950 1,620 5,640 250 99 1,800 480 28,839 6,033.1 6,643.1

６ 月 18,900 1,200 4,920 350 33 1,800 － 27,203 5,547.7 5,947.7

７ 月 19,900 1,380 5,160 250 30 1,650 － 28,370 5,842.0 6,192.0

８ 月 19,700 1,230 5,920 250 36 2,100 － 29,236 5,958.4 6,348.4

９ 月 17,550 660 4,160 300 24 1,500 10 24,204 4,895.6 5,165.6

上期計 116,100 7,410 31,040 1,700 270 10,350 850 167,720 34,488.0 36,868.0

 <参考> 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

＊市からの上期奨励金　147,400円　<新聞紙等43,982kg×３円、雑誌2,580kg×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

360.0

610.0

400.0

350.0

390.0

270.0

2,380.0

2,580.0

460.0

350.0

440.0

420.0

520.0

390.0

編集部 
からの 
お願い 

 


