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 ４月１１日１３時１５分から北町内会館にて、延期されていた令和３年度第１回研修会が開催されました。 

会議室の密を避けるため、対策隊本部員(四役)と、各丁目対策部や救急救護部から２名の出席をお願いし、

２８名で行われました。 
 

    
 防災対策隊の活動は、大きく分けて隊員の研修と町内の見回り活動です。 今年度の研修では、コロナ禍で計

画的な活動が難しいため、感染者数の動向や感染対策を注視し、状況を見ながら実施することとしました。 

６月１３日開催予定の２回目の研修会は、恵み野町連の活動計画を参考に早くも中止としました。  

また、１０月に予定している近隣市町村の防災施設研修ツアーは、札幌市民防災センターに予約して

いますが、今の研修受け入れ条件は、感染防止のため１グループ１０名まで、それも３班に分かれての

研修となっています。 感染動向が収束に向かわなければ、研修受け入れの条件が変わらず、研修ツア

ーが難しい状況です。  

見回り活動については、次頁で。 
 

１．令和３年度 防災対策隊研修計画 

実施月日 時 間 研 修 内 容 摘 要 

第１回研修会 

４月１１日（日） 

13:15～ 

14:30 

① 年度事業内容の説明 

② 編成表の確認    ③見回り活動について 
北町内会館 

第２回研修会 

６月１３日（日）

－中止とする－ 

13:00～ 

15:00 

① テント架設等防災機材の取り扱い訓練、 
発電機の使い方訓練 

② ＡＥＤによる心肺蘇生法の訓練 

③ 親睦交流会防災コーナー設置について 

北町内会館 

第３回研修会 

８月２２日（日） 

13:00～ 

15:00 
ミニ防災訓練 

北町内会館・ 

恵み野旭小他 

第４回研修会 

１０月１７日（日） 

9:00～ 

16:00 

近隣市町村の防災施設研修 

（「札幌市民防災センター」予定） 
道央地区 

第５回研修会 

１２月 ５日（日） 

13:00～ 

15:00 
火災予防講話 北町内会館 

 
２．令和３年度 恵み野町連防災組織交流会に参加 参加対象者：隊長、副隊長、対策隊本部要員 

町連防災組織交流会 

 ６月 ５日（土） 

16:00     

～ 

① 各町内会自主防災組織の情報交換 

② 令和３年度 訓練・研修計画確認 

東町内会館 

（事務局担当） 

町連防災組織交流会 

 ８月２８日（土） 

16:00 

～ 

① 各町内会自主防災組織の情報交換 

② その他 

東町内会館 

（事務局担当） 
 
3． その他 
① 避難行動要支援者の現況把握とサポート体制を検証 (福祉部、民生委員、対策隊員との連携) 

② 防災資機材の点検及び備品の購入 

恵み野北町内会防災対策隊 第１回研修会 
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【 見回り活動について 】 
 

見回り活動は、地域の防犯・防災への啓発活動(安全)と、高齢者独居宅を中心に行う声かけ訪問(安心)です。  

昨年は、コロナウイルス感染への不安から活動を見直した例や、ソーシャルディスタンスを意識した訪問など、 

例年と異なった配慮が必要でした。 また、避難行動要支援では、隊員自らが被災の可能性があるなかで、安否 

確認、親族への連絡、避難誘導など、どこまで出来るのか不安もありましたが、計画的な活動を通して関係性が

定着しつつある事例も見られるようになりました。 

これから、防災・防犯活動、見守り、個人宅への訪問など、安心して暮らせる町内会を目指し、防災対策隊の 

おそろいのジャンバーを着用して活動が始まります。 見かけましたら、お気軽にお声をおかけ下さい。 
 

  
◯ 災害避難所の運営について、恵み野旭小学校(北・東町内会)・恵み野小学校(西・南・里美町内会)ごとに、 

恵庭市・学校・町内会の三者により年度内に運営マニュアルを作成します。 

◯ 基地防災課より災害備蓄用の五目御飯３ケース１５０食分(但し、賞味期限８月末)の提供を受けました。 

  何とか有効に試食したいと思います。 

◯ コロナウイルスの感染者による体験集が届きました。 北町内会館で保管していますので、ご覧下さい。 
 
 

防災対策隊 隊員募集 !! 
 

恵み野北町内会は、災害への備えや隣近所との絆を基に、安心して暮らせる地域を目指し、防災 

対策隊を組織しています。 主な活動は、防犯・防災への啓発や要支援者・高齢独居者を対象とした 

見回り活動と、防災スキルを磨く研修会です。 町内の情報交換や交流にも役立ちます。 

   平日勤務されている方には時間的制約もありますが、研修会は日曜日に開催され、見回り活動は 

各丁目によって巡回の曜日が異なっています。 出来る範囲の参加で十分です。 いざというときに 

役立つ知識を学び、防災への備えと安心して暮らせる地域作りへの参加をお待ちしています。 

   関心のある方は、連絡先メモを北町内会館のポストへ投函、または町内会へのＦＡＸ（37-7800）で 

お知らせ下さい。  メール(chounaikai@megumino-kita.net)でもＯＫです。 
 

∞…∞…∞…∞…∞…∞…∞…∞…∞…∞…∞…∞…∞…∞…∞…∞…∞…∞…∞…∞…∞…∞…∞…∞ 

【 お知らせ 】 

○ 今年７月の “恵み野夏祭り” は、コロナ対応による規模縮小もありとのことで、「すすずらん踊り」へは 

昨年につづいて不参加が決まりました。 プログラムに組まれた時は個人の自由参加となります。 

 なお、「パークゴルフ」と「盆踊り」は、いまのところ実施する予定です。 

○ ５月は日本赤十字社社資募集があり、区長さんには集金納金のお仕事があります。 お疲れ様です。 

   各世帯５００円が目安です。 会員の皆様の暖かいご協力お願いします。 

○ 恵み野美化にご協力を！ 

      ５月７日(金) 10:00～ アジサイ穴掘り （恵み野中正面前集合） 

１４日(金) 14:30～ アジサイ植え  （    〃    ） 

１９日(水)  9:00～ ＪＲ恵み野駅東口ロータリー花植え 
(現地集合、どなたでもご自由にご参加下さい。） 

２３日(日)  7:00～ 北町内会一斉清掃日登校 

丁目 活動スケジュール/時間帯 活動内容 活動人員 集合場所 他活動との連携 要望・課題

１丁目
 ５月～１０月、第３水曜日
　　　　・5～ 8月 17:00～
　　　　・9～10月 16:00～

 〇老齢、独居、健康に不安ある家庭を
 　　　　　　　　重点に見回り活動、声かけ
 ○防犯・防災上から住居周辺の観察

隊員７名  おおぞら公園  民生委員
 避難行動要支援者
      　　　の最新情報

２丁目
 ５月～１０月、第２・４土曜
　　　　・5～ 9月 17:00～
　　　　・　　 10月 16:00～

 〇独居宅の声かけ
 ○見回り

参加できる
　　　　　隊員

 坂部さん宅前  民生委員  独居宅の所在情報

３丁目
 ４月～１１月、最終火曜日
　　　　・16：00～

 ○独居高齢者宅への訪問
 〇区域内の環境変化などに留意
 ○面談できない独居高齢者への配慮

２～３名
 恵み野野球場
   トイレ前広場

 民生委員

４丁目
 ４月～１１月、毎週月曜日
　　　　　　　　　　　(週１回)
　　　　・15：00～ (約１時間)

 〇声かけ、安全確認
 ○独居宅への安否確認
 ○心配事相談対応

４名  北町内会館

５丁目
 ５月～１１月、第２水曜日
　　　　・16：00～

 ○見回り時の挨拶、声かけ
 ○安全確認（盗難予防）
 ○対策隊員間の情報交換

集合した人  北町内会館前  民生委員
 見回り活動時に防災
 対策隊ベスト(グリーン)
 とマスクを着用する

６丁目
 ５月～１１月、第２日曜日
　　　　・16：00～

 ○巡回時の声かけ
５名(参加２人
 以上で活動)

 恵み野森公園  民生委員  独居宅の所在情報

７丁目
 ４月～１１月、第３土曜日
　　　　・4～ 8月 16:00～
　　　　・9～10月 15:00～

 〇独居・要支援者宅への声かけ
　５名程度
       　(目標)

 対策部長宅前  民生委員
 要支援者には活動
　　事例を参考に対応
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会長 渡邉 三好   
  １２巻 1万行余りの壮大な叙事詩『失楽園』で有名なイギリスの詩人、J・ミルトンが５月を讃えたこ

んな一節があります。 

 「ようこそ、豊かな恵みを与えてくれる５月よ。歓喜と青春と恋心を呼びさましてくれるものよ」 

 ５月の英名は“May(メイ)”といい、語源はローマ神話の豊穣の女神“Maia(マイヤ)”の祭りが５月 1日

に行われたことに由来しています。 

 日本の異名は、たすき姿の早乙女が苗を植える“早苗月(さなえづき)”が詰まって“皐月(さつき)”にな

りました。夏も近づく八十八夜、日本各地で田植えがはじまります。田植えは田の神の神事として営まれ、

蒸し蒸しする梅雨と酷暑の夏を耐え抜いて、実りの季節豊穣の秋を迎える訳ですが、麦食を主とする欧米各

国では、女神マイアに守られる５月がふさわしいのでしょうか。 

 そういえば、５月の夜空に輝く乙女座の一等星スピカも穀物の穂を意味するラテン語。この星座が日の出

前に東の空に昇る頃が穀物の収穫時期にあたるため、その名がつきました。星座の乙女は、農業と収穫の女

神デーメーテルで、小麦の穂を持っています。デーメーテルは、春雨をやさしく降らせ、野山の若草を育み

花を咲かせる。そして秋に穀物を実らせ農夫に豊かな暮らしを与える役割を果たします。 
 
 さて、東京オリンピックまであと８３日と迫る中、聖火リレーがコロナ禍でいろいろ形を変えながら何と

か日本の各地をつないでいますが、開幕を前にスポーツ界の明るい話題がぞくぞく飛び込んで来ています。 

 奇跡の復活、女子水泳の池江。１０度目の悲願、プロゴルフ男子の松山。女子テニス界の女王、大坂。MLB

二刀流の大谷。NBA男子バスケットボールの八村。そして、スキージャンプ女子の高梨など、世界の檜舞台

で活躍するプレーヤーがまさに歓喜と青春と恋心で多くの感動と勇気と夢をプレゼントしてくれています。 

 カウントダウンが近づき、IOC のバーツ会長やコーツ調整委員長が力強く、安心安全の東京オリンピック

の成功を約束、希望は与えてくれてはいますが、コロナの第４波の威力は感染力の速さ強さです。重症化と

若年層の拡大とがオリンピック・パラリンピックの前に大きな障壁となっています。 

 救世主ワクチンの到着を信じ、今しばらく新スタイルの生活を続けましょう。 

 

リーダー 山田 利喜夫 
 
 町内会の皆様、新型コロナは変種株が第４波となり、日本中で暴れております。ワクチンの接種が終わる

まで、一日生涯の生活をお過ごし下さい。 
 
 旭小ピカピカ 1 年生は元気に登校し、恵み野中３年生はみちのくへの修学旅行 

も終了し、想い出を心に残しました。 

 この新学期から、登校時にガーデン歯科前の通学路に自衛隊ＯＢ隊友会恵み野 

地区の６人の皆さんが交代で見守って下さっています。下校時は、昨年から島松 

地区の隊友会の皆さんが指導して下さっており、大変ありがたいことです。 
  
✿ 今月の第１０６回シネマサロン例会は、5 月２２日(土)１３時から北町内会館で開催です。 

なつかしの名画「路傍の石」を上映します。マスク着用の上、大勢の皆さまお出かけ下さい。 
 
【 今月の朗報 】  
☺ 千歳市民文芸の会第４８号誌発刊記念 第４５回詩・短詩型部門賞に、短歌「耳飾り」をつづった 

  葛西昭夫さん(２丁目)が受賞しました。 

☺ 北海道スポーツ少年団表彰の優良団員として、野球の恵み野ロイヤルズ 中倉悠
ユウ

生
キ

さん(５丁目)、 

恵み野ミニバス 片山柚子
ユ ズ

葉
ハ

さん(２丁目)が表彰されました。皆さんおめでとうございます。 

 

「集団資源回収」ご協力のお願い    環境衛生部 

５月は  １８日(火) ⇒ 北６・７丁目  １９日(水) ⇒ 北１・２丁目 

２０日(木) ⇒ 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 

 

歓喜と青春と恋心・・・そんな５月でありたい！ 
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令和２年度の「集団資源回収」の集計がまとまりましたので、報告いたします。 

前年比でおよそ１５％ほどの減少となりました。 今年度も、より一層のご協力をお願い致します。  

  

◎ 今月の町内会の動き 
月/日(曜) 時間 内  容 場 所 摘 要 

5 / 1(土) 広報紙「絆(きずな)」５月号(第 101号)発行  全戸配布 

/ 8(土) 恵み野町連第１回役員会（書面議決）   

/ 9(日) 10:00~ 

〃  10:00~ 

 

北町内会第２回役員会   －中止― 

「一斉清掃」事前説明会   10:00~：役員、 

13:00~：１~４丁目、15:00~：５~７丁目区長 

北町内会館 

  〃 

  〃 

四役、専門部長･副部長 

環境衛生部長・副部長、四役 

〃     、区長 

/14(金) 14:30~ 恵み野中央公園花ロード「アジサイ他植栽」 恵み野中正面集合 会長 

/18(火) ~ 20(木) 集団資源回収 北町内全域 環境衛生部 

/19(水)  9:00~ 恵み野駅東口ロータリー「花植え」 恵み野駅東口 会長 

/22(土) 13:00~ 第 107回シネマサロン 「路傍の石」 北町内会館 ネットワーク夢 

/23(日)  7:00~ 

〃  10:00~ 

春の町内一斉清掃・花苗植え…予備日 30日  

５月度総務部会 

北町内全域 

北町内会館 

環境衛生部 

総務部 

/25(火) 18:30~ ５月度四役会議 北町内会館 四役 

 

◎ 新会員のご紹介 近藤 泰樹 様 3 月 25 日入会   北 5 丁目 

 布施  裕 様 4 月 1日入会   北 4 丁目 

◎ お悔やみ申し上げます   小泉智惠子様 4 月 15 日ご逝去 90 歳  北 6 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 ) 

◎総見込額（回収額＋奨励金）　 　　５９２，４７４円 ＜前年実績 ６９７，７７３円＞ 　１５．１％減少

  ・資源回収見込額　　　　　　 　　 ３４６，７７４円 ＜前年実績 ４１２，６７３円＞ 　１６．０％減少

  ・市からの年間奨励金(予定)　　　　　　 　　２４５，７００円 ＜前年実績 ２８５，１００円＞ 　１３．８％減少

　○令和２年度　上期資源回収状況　（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

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

　＊市からの上期奨励金　117,700円　< 新聞紙類34,488㎏×3円、雑紙2,380㎏×6円  (100円未満切捨て) >

　○令和２年度　下期資源回収状況　（Ｒ２ .１０ ～ Ｒ３ .３）

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

１０月 20,650 1,110 4,480 350 54 1,350 20 28,014 5,767.6 6,217.6
１１月 21,150 1,140 4,600 250 30 1,200 120 28,490 5,977.0 6,407.0
１２月 24,300 1,800 5,720 400 36 1,500 140 33,896 7,168.4 7,678.4
１ 月 22,000 1,080 5,720 350 33 1,650 20 30,853 6,342.7 6,852.7
２ 月 18,950 1,140 4,840 300 48 1,350 10 26,638 5,506.2 5,806.2
３ 月 21,450 2,430 5,040 400 33 1,800 10 31,163 6,517.7 7,017.7

下期計 128,500 8,700 30,400 2,050 234 8,850 320 179,054 37,279.6 39,979.6
年 計 244,600 16,110 61,440 3,750 504 19,200 1,170 346,774 71,767.6 76,847.6

　＊市からの下期奨励金（予定）　128,000円 <新聞紙類37,279.6㎏×3円、雑紙2,700㎏×6円  (100円未満切捨て) >

　 <参考> 平成元年度 資源回収状況　

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

上期計 153,650 8,340 35,480 1,700 613 9,000 2,520 211,303 43,982.0 46,562.0
下期計 144,350 7,830 34,400 1,650 300 10,200 2,640 201,370 41,700.0 43,810.0
年 計 298,000 16,170 69,880 3,350 913 19,200 5,160 412,673 85,682.0 90,372.0

　＊市からの年間奨励金　285,100円　<上期 147,400円 ・下期 137,700円 >
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