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 北町内会のみなさま、令和２年、２０２０年の春が明けました。 といっても令和の正月は初めてですね。 

きっと国民のひとりひとりが、これまでとは違った気持ちで迎えられたことと思います。 勝手なことと失礼を承知

の上で、今年の私の年賀状を紹介して新年のあいさつといたします。 
 

 謹んで新玉の寿ぎをお慶び申し上げます。  
 平成、令和と時代を分けた昨年、世相漢字一文字は予想どお 
りの「令」。 多くの人々に勇気と希望を与えた「ONE TEAM」 
が流行語大賞となりましたが、年初の専門家の予測と世界気象 
機構の結果が一致した「水害日本」の恐怖と悲哀を忘れてはな 
りません。 
 私の一文字は、「地区連合会長」や「市町連副会長」の重責 
に耐えるべく努力した「努」としたいと思います。 
今年は、「東京五輪・パラリンピック」「恵庭市制５０周年」 

の節目の年です。参加することに意義を持ち、「安心安全住み 
良い町づくり」に少しでもお役に立てればと思います。      会長 渡邉三好   
   令和２年 元旦 

 
 今年１年、また老骨にムチ打ってがんばります。一緒に歩いて行きましょう。 
 
 

 

 

１２月１５日（日）、恵み野会館において「第３４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、相談役)及び代議員(区長、班長)ならびに一般会員併せて６２名が出席、

平成３１年度(令和元年)の総括及び令和２年度計画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１丁目２区長の丸山氏を選出 

 

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 

７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 岩井利海様、 北上慎様(欠席) 

   ◇ ５年表彰  西川照雄様、 浅野榮子様、 菅野得男様 

   ◇ ２０年特別表彰 渡邉三好様 

   ◇ 功労特別表彰  有沢伸幸様(欠席) 

新年を迎えて(会長挨拶) 

第３４回 恵み野北町内会定期総会 
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会長 渡邉 三好   
「新しき年は、ジェイナスの門より外をのぞき、新たなる希望を約束してくれるかのよう」 

イギリスの詩人スペンサーが新年の夢にどんな思いを託したかわかりませんが、２日の 

夜に見る日本の初夢、吉夢の代表は「一富士、二鷹、三茄子」といわれ、徳川家康の言葉 

が語源とも思われます。  

こんな夢を見るのは至難の技ですが、作家の吉行淳之介さんは、５０年前の本 「夢を 

見る技術」の一節にこう書いています。 
 

“戦争中、私はさかんに夢をみたし、また、よい夢をみるように念じて眠りについた。 

なぜなら、夢を見ることは人生を二倍に生きることで、当時、間もなく死ぬと思って 

いたから、夢にすがるような真剣な気持ちであった。“ 
 
人生を二倍に生きる夢。 そんな夢をお互いが一つは持ちたいものですね。 今年もよろしくお願いします。 

 
♪+*☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

“年忘れもちつき大会”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、快晴の１２月２１日(土)午前１１時から北町内会館で

行われました。 参加者は１７６名もあり、来賓の原田恵庭市長も、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。 今回は北５丁目の参加者が半数以上を占め、新会員の方々の町内会へ

の期待をとても強く感じました。  

  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。  
 

   
       恵庭市長のつき初め                よいっしょ                  みなさん、美味しそう！  
 
 

                          - 青少年育成部長 塩野 睦美 – 
 
１２月１日(日)9：00～12:30、東町内会と合同の青少年育成部「冬の子どもレクリエーション」を恵み野旭小

体育館で実施、児童２０９名(北９５名)の参加がありました。(ほかに、付き添いの保護者など多数) 

前半の高学年の部は “ミニバレー、ビンゴゲーム” を、後半の低学年の部では“しっぽ取り鬼ごっこ、新

聞じゃんけん、ビンゴゲーム”を実施し、幼児コーナーには “新聞プール、絵本コーナー” を設けました。 

幼児の参加者が毎回増えているため、時間のかかる組み分けをしない競技にしたり、北町内会と東町内

会の役割分担を明確にしたりなどして、無事終えることが出来ました。 次回も楽しいレクになるよう工夫し

たいと考えています。 

今回も会長や子どもたちのお手伝いにとても助けられました。 ありがとうございました。 
 

   

冬の子どもレクリエーション 

今年の夢、あなたはどんな夢 ・・・ ひとつ持ちましょう！  
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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。  

昨年は北町内会の行事に、大勢の皆様が参加され盛り上げて頂き、ありがとうございました。  
 さて、20 日からは２学期の後半が始まります。 比較的暖かい冬ですが、受験シーズンから卒業･進

学･進級などがすぐにやって来ます。 ぜひ、体調管理に十分気をつけて日々お過ごし下さい。 
 

✿ 今月の“第 91 回シネマサロン”は、1 月 25 日(土)午後１時から北町内 

会館で開催します。 上映作品は、36 歳で亡くなった天才画家モディリ 

アーニを、これも 36 歳で亡くなった貴公子ジェラール･フィリップが 

演じた「モンパルナスの灯」です。 皆さん、どうぞお出かけ下さい。 

  なお、12 月の第 90 回記念例会では、投票の結果、父子の愛情･絆を 

描いた「北京ヴァイオリン」を鑑賞しました。 
 
【 今月の朗報 】 

☺ 中学生人権作文コンクール札幌地方大会で、前田来音さん(１丁目、恵み野 

中３年)が優秀賞を受賞しました。 おめでとうございます。 
 
〈 お知らせ 〉 

◎ 町内会員さん(４丁目)から鉛筆や消しゴムなど沢山寄贈して頂きました。 ありがとうございました。 
 
〈 訂正です 〉 

◎ 「絆」１２月号で掲載した交通事故死ゼロの数字に誤りがあり、訂正します。 正しくは ６６５日 でした。 

 

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

東日本大震災復興支援チャリティ「第１回北の音楽まつり」 

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

 ネットワーク夢では１１月２３日(土・祝)、チェリスト土田英順さんをお招きし、恵み野旭小体育館

にて東日本大震災復興支援チャリティ「第１回北の音楽まつり」を開催しました。 

 今回は３部構成で、北町内会の子どもたち４名が各々ピアノ演奏、町内会員の田所浩之さんがマリ

ンバ演奏、そして土田英順チェロコンサートと充実の内容でした。 

休日と祝日が重なったため参加いただけるか不安がありましたが、北海道新聞や “ちゃんと”さんの

ＰＲ記事もあり、９０名もの方々が来て下さいました。３部構成の内容にも大満足の感想が多く、次年

度への企画の期待も膨らみました。 

 なお、この日の義援金７６,０００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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  １２月１日(日)１３時より北町内会館にて、防災対策隊第６回研修会が３９名の出席で行われました。 

今回は、恵庭市総務部危機管理参与・地域防災マネージャーの谷口和三氏を迎え、「災害に備えて」

と題し、いつ起こるかわからない災害の被害を最小限に止め、生き延びるための“日頃の心構え”をお

話しいただきました。 
 
つづいて、自衛隊の災害支援活動を紹介するビデオを放映しながら、胆振東部地震での自衛隊の活

動などを紹介いただきました。 自衛隊は発生した朝には現地に赴き、２４時間体制で人命救助・行方

不明者探索を行ない、給水や入浴支援、食事の提供、そして、厚真ダム崩壊防止のため水位計の設置、

ブルーシートの敷設、流木等の除去及び道路警戒など、９月６日か

ら１０月１４日まで３９日間にわたり支援活動に従事されました。 

倒壊した家屋については、住居の配置や寝室毎の就寝者情報など

が住民(町内会)から提供されたことが救助に役立ったことも紹介さ

れました。 
 
 講演の後、各丁目の見回り活動についての概要報告と次年度の研

修計画について話し合われ、終了となりました。 

 隊員の皆さん、１年間お疲れさまでした。 
 

     

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

1/ 5(日) 10:00~ １月度四役会議 北町内会館 四役 

 / 6(月) 11:00~ 道町連共済保険加入者変更手続 市役所 本間 

/ 7(火) 11:00~ 

〃  18:00~ 

北むつみ会新年祝賀会 

恵庭市新年交礼会 

憩の家 

市民会館 

会長 

会長 

/ 8(水) 10:00~ 役員会用資料の綴込み 北町内会館  

/13(月) 13:00~ 

〃  

令和２年度北町内会第１回役員会 

広報紙「絆(きずな)」1 月 15 日号(98 号)発行 

北町内会館 

全戸配布 

四役・専門部・監査役・区長 

/15(水) 14:00~ 恵み野町連会計監査 北町内会館 町連役員 

/18(土) ~ 20(月) 集団資源回収 北町内全域 環境衛生部 

/25(土) 13:00~ 第 91 回シネマサロン 「モンパルナスの灯」鑑賞 北町内会館 ネットワーク夢 

/26(日) 15:30~ 恵み野町連定期総会･懇親会 北町内会館 町連役員 

  
◎ 新会員のご紹介      木元 信幸 様 11月 22 日入会    北 5丁目 
 大波 元成 様 12月 1日入会 北 5丁目 

 武田  功 様 12月 1日入会 北 6丁目 

◎ 退会のご報告       坂本 洋一 様 11月 29 日退会    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 

 

防災対策隊第６回研修会  

 

 


