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 町内会の皆様、令和３年、２０２１年がスタートしました。 
 新玉の寿ぎをお慶び申し上げます。・・・・といいたいところですが、昨年は 
流行語大賞が「三密」、世相漢字一文字も「密」と、まさにコロナ禍に明け 
暮れた年でした。 
 皆様にはどんな３６５日だったでしょうか。私の場合、町内会や地区連の 
リーダーとして、また恵庭市に関連する殆んどの会議や行事が企画・準備 
の段階で中止せざるを得なくなり、むなしく過ぎた「虚」の一年でした。 
 町内会の行事では、夏の『親睦交流会』と冬の『もちつき大会』の大きな 
イベントを始め、専門部の行事は軒並み中止。 かろうじてネットワーク夢の  会長 渡邉三好 
『シネマサロン例会』が１００回記念を迎えたことが一服の活力剤でした。 
 また、地区連の事務局最後の行事、『すずらん踊り』『盆踊り』『パークゴルフ』等すべてが中止と
なったことは残念、無念のほかありません。 
 そして、私がもっとも注目したのは、新入会者より退会者が多く、転出したり亡くなられるなど止む
を得ないことの他に、在宅のまま町内会を退会される方が目立ったことです。町内会は任意の団体
組織であり、申し出については尊重しますが、お互い扶け合いの心で暮らす日常であれば、町内会
の運営について原点に戻って一人一人が真剣に考える必要性を痛感しています。 
 そうした点で、新年度の役員体制もメンバーはあまり変わらないまま職務はかなりの変動という結
果になり、それこそ全員が信頼と互助の心で絆を深め、２年間の町内会の運営に当ることを決意
し、町内会の皆様のご理解とご協力を心からお願いします。 
 最後に、新型コロナウィルスの終息に向かって総力を傾けることを誓って新年の挨拶とします。 
 
 

 

 

 １２月２０日(日)１０時から、恵み野北町内会館において定期総会が開催されました。  

今回は、新型コロナウイルス蔓延防止のため、「密」になることを避けて書面議決による総会としました。 

事前に代議員８４名に書面表決書を配付し、期日までに提出のあった８０名の集計確認を会長、総務部長、

大野副会長、議事録署名委員として代議員代表２名の計５名により行われました。 

集計結果は、報告があった８０名全員からの「承認する」により、令和３年度に 

向けた町内会活動をスタートすることが出来ました。 少しでも早く新型コロナ 

ウイルスが収束方向に向かい、計画通り事業ができるよう期待されます。 
 
 今回の主となる変更点は、コロナ禍の影響を受け未執行となった前年の支 

出残相当額を、令和３年度に限り会費減額に充当したことです。 月会費は１００ 

円減額し２００円、年会費２，４００円(例年３，６００円)としました。 

「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。 

 表決書に寄せられた意見については、四役会議、役員会などで検討されます。 

 

新年を迎えて(会長挨拶) 

第３５回 恵み野北町内会定期総会 (書面議決) 
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定期総会（書面議決）の同日、午前１１時から四役が出席し、 

永年勤続者表彰式が行われ、町内活動にご尽力頂きました 

９名の方々に、感謝状と副賞が会長より贈呈されました。 
 
 ◇ １０年表彰    山脇裕子様、 山本由美子様 

 ◇  ５年表彰   五十嵐惣一様、 田所浩之様、 

   後藤 昇 様、 小原光明様、 

   須田陽子様、 塩野睦美様 

 ◇ ３０年特別表彰    山中 進 様 
 

 なお、特別表彰の山中進さんが、喜びを語って下さいました。  
「３０年を振り返って」  
この度は、特別表彰を頂き、誠にありがとうございます。 

 振り返って見ますと、昭和６２年から北町内会の体育部 

の役員を行なって来ました。 当初は恵み野町連として、市 

主催の大運動会、バレーボール大会、ソフトボール大会、 

駅伝大会等にチームを作って参加していました。 

 私も走る事が好きなので、バレーボール大会、駅伝大会 

等に選手として参加することも有りました。その後北町内会 

として、今は主となりましたパークゴルフ大会、ボーリング大会、 

健康ウォーキング等を行なって来ました。 

 今年は、新型コロナウィルスのため各種行事が中止になり 

大変残念でした。 一日も早い新型コロナの終息を願うばかりです。 

最後に、一年一年と思いながら行なって来た事が、もう３０年以上も過ぎたのかという思いでいっぱいです。 

 これからも一年一年と思い、新たな気持ちで体に気を付けて、行なっていきたいと思います。  
 

◎▽□ 市民憲章作文に入賞。 おめでとう！ □▽○ 
 
 「北町内会だより」１２月号でお知らせしましたが、小学校５､６年生と中学１年生を対象に毎年実施し

ている「恵庭市民憲章作文」の審査が行われ、昨年を上回る１０４７点の応募作から優秀賞１０名、入選２

０名が発表されました。 旭小学校から優秀賞１名と入選１名、恵み野中学校からは入選２名で、北町内会

では佐藤はるかさん(６丁目、恵み野中学校１年)が入選受賞となりました。  

入賞者の発表会がコロナ対応で中止となりましたので、佐藤さんの作品をご紹介させて頂きます。  
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

  「恵庭市の現在・そして未来の環境作り」         恵み野中学校 １年 佐藤はるか 
   
 私は、現在の恵庭市の環境問題への取り組みについてとても関心があります。 私達小中学生からお年寄りで

も出来る「ごみゼロの日」(五月三十日)や「クリーンウォーキング」の活動、「環境エネルギー展」などのイベント

を通して子供達でも環境問題について興味を持って考える事が出来ると思います。 

 特に、「ごみゼロの日」は毎年、五月三十日に行われていて朝、学校へ登校する道のりのごみ拾いをします。 

 私はこの活動を通して、いつも自分が歩いて登校しているはずの道にこんなにもたくさんのごみがあるとい

う事実に驚きました。 主にたばこの吸いがらが多く、「なぜ、大人の人たちは道に捨てるのだろう」と疑問に思

いました。 私達以上に環境問題に対して長く付き合って理解しているはずなのに、平気でごみを外に捨てる人

を私は理解できません。 恵庭市は花や緑がとてもきれいな町です。 でも、ごみをその辺に捨てる人が一人で

もいれば大切な自然は壊れてしまいます。 

 恵庭市民憲章にもあるように、「自然を愛し、緑の町を守りましょう」を目標に、恵庭市の現在「今」も「未来」も

創り上げられたらいいと思います。 

 そのためには、今私達に出来る精一杯の活動を真剣に取り組むことが大切だと思います。 私達の頑張りによ

っては、恵庭市の環境がもっと良くなり、恵庭市民約七万人全員が幸せに暮らせる未来創りが出来ると思いま

す。 

永年勤続者表彰式 
 

 

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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■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 

「恵庭とわたし」恵庭エッセー賞受賞 
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■□■ 
 

１１月号でご紹介しました恵庭市制施行５０周年記念特別事業 

「恵庭とわたし」エッセー募集で、北町内会の竹森明子さん(3丁目)、 

渡辺三好さん(２丁目)が入賞。 最優秀賞•恵庭市長賞の竹森さんの 

エッセー「えにわる家族」は、市の広報『ＥＮＩＷＡ』１１月号で紹介さ 

れました。 今回、主催者 “恵庭市民文芸の会” のお許しを頂き、 

優秀賞•恵庭市教育長賞の渡辺三好さんのエッセーをご紹介します。   

-----------------------------------------------------------------------------------------------  

アイ・ラブ・ふるさと・恵庭         渡邉 三好 
「牛に引かれて善光寺」ならぬ、札幌生まれの妻にひかれてふるさとをあとにした私。「免許を持たない君が北海

道で暮らせるのかなあ」と、ジョーク心配が半分の兄妹、友の声。そう、日本一酷暑の名古屋から一年のうち三分の

一が寒い季節のサッポロで、老後を健康で過ごせるのだろうか……と不安な気持ちを浮かべたことも間違いないこと

であった。 

当然、骨を埋める決心の移住であり、終の棲み家を求めて札幌始め、千歳、小樽方面まで足を運んで安住の居

場所探したもののいずれも「帯に短し、襷に長し」であった。 

およそ二年後、札幌と千歳の真ん中にある恵庭市の恵み野地区で大規模な土地の造成をしており、どうですかと

業者さんから連絡があり、現地確認することになった。 

恵庭を訪れるのは、もちろん初めてだったが、よく聞くと札幌のベッドタウンであり新千歳空港にも近く、何よりこの

団地はぶっちゃけていえば、公務員、教師、自衛隊(この時恵庭が自衛隊の街と知る)など、身元保証の確かな人に

住んでほしい新都市構想をコンセプトに販売しており、あなたのお話を伺えば太鼓判を押しますよ……と誘惑され、

心配な降雪量は札幌の三分の一位ですよというダメ出しに心が固まり、北地区の土地売買契約と登記を済ませた。 

まずはひと安心と札幌で第二の人生を勤めていたが、四年後、妻が早期胃がんとわかり手術。丁度、私が六十歳

の年金取得権利OKとなり、平成七年九月、恵み野に新居を構え恵庭市民となった。 

年金暮らしで毎日が日曜日、ママチャリで市内を走り回ったり、今では廃止となった市内の施設巡りバスを毎回利

用するなど恵庭の街の概要は、近所の人たちより早く知ることが出来た。 

心配した冬の寒さは、高断熱、高気密で部屋の中はTシャツでもOK。外出は完全な防寒服で十分。夏は意外に

涼しい現実に正直ビックリ。振り返れば札幌での四年間に恵み野で丁度四半世紀と人生の三分の一位が北国ぐら

しで、すっかり道産子気分である。 

アイ・ラブ・恵庭の魅力を考えました。 

1、自然の美しさ   2、図書館の至便さ   3、地産地消 

花の街として全国に知られる恵庭市だが、穂栄のきび畑から仰いだ満天夜星、 

日の出橋から眺めた牧歌的な夕暮れ、市中の茂漁川に浮かぶバイカモの白い花 

・・・・こうした自然の趣は都市生活では見られなかった風景。 

浅学非才、無趣味の私にとって徒歩五分の図書館本館は書斎そのもの、知識 

と心の糧。 

さらに、毎日食卓を飾る野菜や果物などを提供して下さる農家の直売所がここ 

かしこ。まさに地産地消。三つの魅力である。 

そして、免許、スマホなし、パークにカラオケは苦手と時代に逆行する私にとっては、人との対話、行動によるコミ

ュニケーションの深化、絆の輪を広げることがベストであると考え、若い頃から生活信条としているもの「一期一会」

「適材適所」「継続は力なり」。この三つの格言を日々の暮らしに実行させるべく微力を尽くしているところである。 

幸い、生まれ故郷の岐阜市時代に自治会の会長をつとめ、駅前のバス停を十七年間清掃奉仕をした体験があり、

何事をなすにしても自分が楽しく思い行動し、相手が喜ぶことを生きがいに、「ひとりの不幸も見のがさない安心安

全福祉のまちづくり」をスローガンに、住んで良かったと実感できる町内会の役職を通算二十年間引き受けており、

「少子高齢化」「防災」など、扶け合いの心を高める共助に重点を置き、社協の支え合い事業に参加して高齢者向け

の企画実施、町内全般の美化清掃、見回り活動に子ども達の居場所作りの会館開放など一年中活動している。 

個人としても、愛犬との散歩を契機にした毎朝登校時の交通安全指導を十九年も継続していることには、妻の理

解にただただ感謝あるのみ。また、本のリサイクルを扱う図書館での黄色いエプロンの会、市民が集うプラザアイル、

文化遺産を映像に残すロケーション推進の会、ジャズの会など、恵庭の活性化に役立てばのボランティア、すべて

大好きな恵庭をふるさととする情熱以外ない。 

なんだか自画自賛のカタチになってしまったが、三十年来の糖尿病を友達に、日本男子の平均寿命を超えたい

のちに感謝しながら、市政施行五十周年の節目に出会えた幸運を心に刻み、読書の街、大好き恵庭にわずかでも

恩返しを誓ったことである。 
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リーダー 山田 利喜夫 

 町内会の皆様、明けましておめでとうございます。 

 昨年はコロナウィルスの影響で、町内会活動も大部分が出来なくなり、残念な一年でした。 恵庭市の 

皆さんも春から秋まで頑張ってきましたが、１１月と１２月であっという間に感染者が急増しました。 

何としても一人一人が「うつらない、うつさない」の鉄則を徹底して、終息に向かう年にしましょう。 

 シネマサロンは、昨年１０月に１００回記念を迎えました。 １月発行の市町連広報誌『つなぐ』にも、

その記事が掲載されています。 
 
✿ 新春の第１０３回例会は、１月１６日(土) 午後１時より北町内会館で開催。 

 新年早々の地震大津波に見舞われた豪華客船ポセイドン号、果たして乗客の 

運命は。 パニック映画の最高傑作となった『ポセイドン・アドベンチャー』  

を上映します。 マスク着用でどなたもおこし下さい。 お待ちしています。  

【お知らせ】 
○ 生活環境改善要望･･･回答書届く 

  昨年、恵庭市に提出した生活環境改善要望に対する回答が届きました。 

  道路関連では１ヶ所補修済み､その他は次年度に順次計画に基づき実施。縁石や施設帯は各自負担です。 

 防災無線は令和３年と４年に更新工事となります。 

回答書は北町内会館に保管していますので、ご自由にご覧下さい。 

○ 以下の助成金等の支給がありました。 

   フラワーロード事業助成金  ３５,０００円、  植樹桝事業助成金  ３６,８３８円、 

   地域会館持管理費補助金   ６０,０００円、  資源回収奨励金  １１７,７００円 

○ １２月から恵庭市派遣の男性指導員が旭小学校担当として児童の登校を見守って下さっています。 

○ 北むつみ会、恵庭市、恵庭青年会議所の新年交礼会は、いずれも中止となりました。 
 

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

12/29 (火)～1/3 (日) 年末年始休館 北町内会館  

1/ 6 (水) 10:00~ 役員会資料印刷・綴込み 北町内会館 四役 

/ 8 (金) 10:00~ 北むつみ会新年交礼会 憩の家 【中止】 

/ 9 (土) 18:00~ 恵庭市新年交礼会 市民会館 【中止】 

/11 (月・祝)  

〃  10:00~ 

〃  13:00~ 

〃  15:00~ 

広報紙「絆(きずな)」1 月 15 日号(100 号)発行 

令和３年度北町内会第１回役員会 役員顔合わせ 

      〃     参加区長：１～４丁目 

      〃     参加区長：５～７丁目 

 

北町内会館 

  〃 

  〃 

【全戸配布】 

四役、専門部長･副部長、監査役 

四役､専門部長、区長 

    〃 

/13 (水) 14:00~ 恵み野町連会計監査 北町内会館 町連役員 

/16 (土) 13:00~ 第 103 回シネマサロン ｢ﾎﾟｾｲﾄﾞﾝｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ」鑑賞 北町内会館 ネットワーク夢 

/18 (月) ~ 20 (水) 集団資源回収 北町内全域 環境衛生部 

/24 (日)  恵み野町連定期総会（書面議決）  町連役員 

 

「集団資源回収」ご協力のお願い    環境衛生部 

１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。 
 
 

◎ 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 

 

ネットワーク夢ハートだより 

 


