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春の町内一斉清掃・フラワーロード事業

環境衛生部長 北上 慎
副部長 後藤 昇

５月２２日（日）、「春の町内一斉清掃」を朝７時から行いました。
昨年はコロナウイルス感染防止のため、北町内会役員と各区長の方々だけで行いましたが、今回は一般会員
の皆様にもお願いし、三密に十分留意しながら実施しました。
道路や公園の除草･ごみ拾いを行っていただいた後、「フラワーロード事業」として、南島松５号線両側と団地
環状通と団地中央通の恵み野北側の植樹桝にベコニアを植栽しました。 ありがとうございました。

■

■□■

第１回 パークゴルフ大会

体育部長

盛 和彦

５月２１日(土)、恵み野北町内会第１回パークゴルフ大会が、恵庭中央ＰＧ場にて２５名(男性２２名、女性３名)
が参加して行われました。
天候は曇り空で少し風がありましたが、気温はほどほどの中での大会となりました。
参加された皆さんは、日頃の練習の成果を十分に発揮
し楽しまれたと思います。
今回の順位の設定は、女性の参加が少ないことから、
－５点を加算して男女混合にて行いました。
結果は以下のとおりです。 おめでとうございました。
第１位
林
吉明 112
第２位
瀬川 勝代 115
第３位
佐々木正雄 116
ホールインワン賞
加藤 一男
とび賞
藤江 惇普、 北川 国尋、 加藤 一男
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ガーデンフェスタ北海道 2022 開幕迫る…おもてなしの心を!
会長

渡邉 三好

花の街恵庭に歴史的な一ページをと招致した 『第３９回全国都市緑化北海道フェア ガーデンフェスタ北海道
2022』 が、およそ３週間後の今月２６日、“道と川の駅 花ロードえにわ” の隣りに新装した ”はなふる” で待望
の開幕を迎えます。
「恵みの庭を人がつながる北の大地」 を
メインテーマに全国３０万人の愛好者を
迎える主会場 ”はなふる” では、個性溢れ
るガーデニングゾーンを中心に全体
が花と緑のパラダイスとなるように着々と
準備が進み、いよいよ最後の仕上げ
に入っています。
もともと花の恵庭発祥地を自負する私たち
恵み野の住民は、”はなふる” と隣接する
ことで “恵み野まちなか会場” の大役を頂き、
フェスタの成功に全力で協力することを誓い、
恵み野花愛好会を中心に商店会、企業、学校、住民と 「おもてなしボランティアグループ」 を結成して、花植栽、
花ＭＡＰ作り、”はなふる” への案内など、１ヶ月の期間中、おもてなし役に努めます。
北町内会でも５月２２日、一斉清掃と花植え。今月８日には ”はなふる” での市民花植え作業、給水所体験に
防災対策隊員も参加することにしています。
コロナの影響はいまだ安心出来る状態になく、猛暑の予報も伝えられますが、みんなの暖かい心とおもてなし
でフェスタを成功させましょう。

【 お知らせ 】
○ 皆さんから募集していた今年度の生活環境改善要望は、11 件 13 項目となりました。
ほとんどが道路関連ですが、恵庭市に報告書を提出しました。
○ いざという時、恵庭市から放送される防災無線機器の取替え工事が今月から順次市全体で行われます。
恵み野地区は 9 基で、音声の改善により安心出来る日々が期待されます。
○ 7 月の “親睦交流会” の延期は決定しましたが、商店会の “夏まつり” と 8 月の “町連納涼盆踊り”は、
ともに開催されますので、“すずらん踊り” も参加します。
○ 昨年度、社協の「小地域支えあいとふれあい型交流事業」の助成金 10 万円が支給されました。
コロナ禍の中でのご協力に感謝します。 また、市と社協から “久原本家 だしの素” などのプレゼント
を受けました。
○ ６月２６日に “子どもレクリエーション お楽しみプレゼント” を開きます。 大勢参加して下さい。
○ 新民生委員･児童委員が決定
回覧でもお願いしていましたが、民生委員･児童委員の任期満了に伴い 5 名中 3 名が退任となり、その
補充を含め、お陰さまで暖かいご理解を頂き、5 名全員が下記のとおり決まりました。
新委員の皆さんの実際の活動は、今年 12 月 1 日以降となります。
○ １丁目担当
○ ４･５丁目担当
○ ７丁目担当

音島 純子 37-3535 ○ ２･３丁目担当 恩田 文恵 37-6323
北川 静枝 36-6843 ○ ６丁目担当
田邉 起代 080-6097-5841
岩堀 芳子 090-5224-2557

「集団資源回収」ご協力のお願い
６月は

１８日(土) ⇒ 北６・７丁目

１９日(日) ⇒ 北１・２丁目

２０日(月) ⇒ 北３・４・５丁目
回収品目

環境衛生部

⁃⁃⁃ ９時までにお出し下さい。⁃⁃⁃

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。
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第２回 北町内会役員会
“ ７月開催予定の親睦交流会は延期、
開催の有無は感染状況の推移をみて６月下旬～７月上旬に判断 ”
５月８日(日)１３時から北町内会館において、役員２７名が出席して役員会が行われました。 参集範囲は、四
役に加え各専門部の部長、副部長です。
例年はこの役員会で、７月上旬に開催予定の親睦交流会をどのように企画するか、行事内容を協議する場で
した。 今年は、コロナの感染状況が高止まりのため、四役会議では７月開催の判断が出来ず、開催の取り扱
いをどのようにするか協議されました。

大野議長(副会長)から、ゲームを担当する各専門部を順に発言を促し、活発な意見交換が続きました。
・
・
・
・
・

コロナ禍のため２年間出来なかったので、みんなで楽しむ交流会を開催したい。
密になるゲームを避け、ゲームの時間を短めに出来ないだろうか。
お楽しみの焼き鳥や飲み物の提供は出来るのだろうか。
不安のため参加しない会員もいる。
コロナ禍の収束がみえない状況で企画するのは無理。 など

意見の大勢は、開催したいけれど今の状況では不安が大きい、感染対策の徹底と例年のように楽しむ交流
会との両立は難しいという判断です。 結果としては、７月開催には無理があるので、９月上旬開催を目安に判
断時期を猶予することになりました。 感染状況の推移や他町内会の活動状況も参考に判断されます。
親睦交流会の開催が決定すれば実行委員会として、四役、監事、各専門部長・副部長、区長さんを対象に７
月下旬に第３回役員会を開催する予定です。 会員の参加申し込みは８月の回覧となります。 開催か中止か、
決まり次第お知らせします。 例年ですと交流会には、７、８百名の参加申し込みがあります。 会員の皆さんが
安心して参加出来る環境で開催したいと思います。
続いて北町内会館周辺の環境整備計画について協議しました。 次年度、北会館の外装修繕が予定されてい
ます。 会館周辺の樹木が大きくなり工事用足場を組むのに支障があるため伐採することとしました。
樹木には、会館の景観や会員のよりどころとして、旧役員の方々の想いが
込められています。 どの木まで伐採するか判断に苦慮しました。 また業者
からの見積もりでは多額の費用が必要となり、町内会でどこまで出来るかも
検討されました。 日を改めて、役員有志の就労経験を活かし、安全第一に
伐採作業が行われ、シルバー人材センターに処分をお願いしました。
集会室や調理室に日差しが入るようになり明るくなりました。
今後 “イチイ” の剪定、敷地内の草の刈り払いなど、「ガーデンフェスタ
北海道２０２２」 開催期間に合わせ、北町内会館周辺の環境整備を計画的
に行う予定です。
最後に、４月までの各専門部の活動経過が報告され、感染対策に留意し
つつ、ほぼ計画どおり行われていることが確認されました。
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ネットワーク夢ハートだより
会長

渡邉 三好

背中からはみ出るような黄色いカバーのランドセルを揺らしながら、毎朝、旭小学校へ通学するピカ
ピカの１年生。 ガーデン歯科前通学路を渡るよい子は今年余り多くはありませんが、全員元気に手をあ
げて登校しています。 とても素直で良い性格の子達が多く嬉しく思います。
「おじちゃん、私、あした誕生日」とか、やさしくハグしてくれる子も。
先日も突然「おじちゃん、トマトの苗植えたけど、水やりどれ位したら
いいの」とたずねられドッキリ。 何しろ食べるのが専門の私だけに、
「明日までの宿題にしてね」と約束をしてあわてて調べた結果を伝え、
「わかった」と納得してもらったひとコマもありました。
今月４日の運動会に向けて毎日練習とか、コロナ禍で今年も直接
観覧応援することが出来ないのが残念ですが、思い出に残る運動会
にしてほしいと思います。 旭っ子ガンバレ!
その子どもたちに嬉しいニュースです。 青少年育成部が中心になり 6 月２６日(土)朝９時半、北町内
会館に集合して、春のレクリエーションを行います。 お天気が良ければ冒険広場で、雨が降れば北町内
会館でクイズ大会を行い、おみやげいっぱい楽しい一日になると思います。
別添回覧で参加者を受けつけますので、大勢の皆さん、待ってますよ。
☺ 今月のシネマサロン例会は第 120 回。 6 月 18 日(土) 午後 1 時から北町内会館で開催です。
世界中のファンに親しまれているスウィング･ジャズの王様の伝記映画、
「グレン・ミラー物語」
おなじみの映画です。 マスク着用の上、どうぞお出かけ下さい。

◎ 今月の町内会の動き
月/日(曜) 時間
6 / 1 (水)

内

容

場

所

摘

要
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〃

9:15~

恵み野中学校体育祭 (5/27 より順延)

恵み野中学校

/ 4 (土)

8:30~

恵み野旭小学校運動会 (6/8 より変更)

恵み野旭小学校

〃

16:00~

恵み野町連 第１回防災担当者会議

東町内会館

会長、総務部長

/ 8 (水) 10:40~

防災対策隊 第２回研修会、市民花壇花植え

はなふる

会員有志、対策隊員

/ 9 (木) 17:30~

第１回学校運営協議会(コミュニティスクール)

恵み野旭小学校

会長、青少年育成部長

/17 (金) 12:00~

市町連 町内会長親睦交流会

ルルマップＰＧ場

/18 (土) 9:00~

第１回フラワー健康ウォーキング

北町内会館前集合

体育部

第 120 回シネマサロン 「グレン･ミラー物語」

北町内会館

ネットワーク夢

/18 (土) ～ 20 (月)

集団資源回収

北町内全域

環境衛生部

/19 (日) 7:00~

町内一斉清掃

北町内全域

環境衛生部

/21 (火) 18:30~

６月度 四役会議

北町内会館

四役

“ ガーデンフェスタ北海道 2022 ”

はなふる

春レク「冒険広場クイズラリー」

北町内会館

〃

13:00~

/25 (土)～7/24 (日)
/26 (日) 9:30~

青少年育成部

【中止】みんなの図書館 (毎週水･土･日)

◎ 前月の入退会及び慶弔 ・・・
入会
編集部
からの
お願
い

2 件、

個人情報保護のため、お名前等は掲載しておりません。

退会

1 件、

誕生

0 件、

訃報

1件

◎ 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 )
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