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会長 渡邉 三好   
 人口わずか 7万の恵庭市民がおもてなしの心を添えておよそ９００種数、数にしておよそ２０万株の

花々を植栽し、全国３０万人の来場を見込む最大の花と緑のイベント『全国都市緑化北海道フェア (愛

称 ガーデンフェスタ北海道 2022)』が、メイン会場である“道と川の駅 花ロードえにわ”に新装なった 

“花の拠点 はなふる”で、６月２５日(土)９時３０分、待望の開幕を告げた。 

 前日まで大荒れだった恵庭の空もオー         プンを祝うかの好天となり、初日から駐車

場が埋まってしまうほど全国各地から          愛好者が訪れ、シンボルでもある会場中央

の 1,100平方メートルの大花壇、一本            一本刺し込んで作られたいろとりどり

の花車に目を奪われたり、道内の人気             ガーデナーの特色あるコーナー、全

国プロアマの愛好家のコンクール作品、           川原石の土の中に心をこめた恵庭市民

の大花壇など、決して広くはない場内           の花の陳列を目をこらして見歩く大勢の

姿が印象的でした。週明けは曇天雨まじり        の日が続いていますが、期間中組みこまれ

た数多くのイベント、４０店のキッチンカーなどで心をいやし、一層の盛り上がりを見せています。 

 本番会場 “はなふる” では予想を上回る恵庭市民ボランティアが連日活動していますが、「まちな

か会場」を指定された恵み野地区も「おもてなしグループ」を作り、役割りを決めてがんばっています。 
 
 私たち北町内会でも、５月に一斉花植え、６月の除草に大勢の会員さんが協力して頂いたほか、６月

８日の”はなふる”会場での市民花植えと給水体験には 

４６名の大勢の会員さんが参加され、植栽して下さった 

９００種類の花は、今鮮やかに咲き揃い憩いのコーナー 

となっています。  

 また、フェスタが終るまで恵み野事務局のスタッフと 

して鈴木、伊賀崎、平井が、恵み野駅の案内は私と西川、 

恵み野中生徒が、会場までの誘導は斎藤、白木ら町内会 

員さんらが日程にもとづいてボランティア活動をされて 

おり、感謝の気持ちで一杯です。ありがとうございます。 

 なお、協賛イベント後半の主なものをご紹介しますと、 
 
   10日(日) YOSAKOIソーラン(一日４回) 

   17日(日) それいけアンパンマンショー、村元絵美キッズファミリーコンサート 

   18日(月) 陸上自衛隊第７師団第７音楽隊演奏 

   23日(土) 箏星の会 箏の合奏 

   24日(日) 札幌国際情報高等学校吹奏楽部と祭典テーマソング、半崎美子フィナーレライブ 
 
などとなっています。閉幕まで楽しい日々が続きます。皆さん、一度は会場へお運び下さい。 
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天地人…恵庭が魅せる花緑… 

ｶﾞｰﾃﾞﾝﾌｪｽﾀ北海道 2022開幕…一週間 
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 ６月８日(水)、「はなふる」に設置されている「緊急貯水槽」で、市水道課による防災訓練が行われま

した。気になっていた天候は晴れ。研修会は併催行事の都合に合わせ平日に行われました。 

参加者は隊員２３名、一般２３名の４６名でした。当初計画は、防災機材やＡＥＤの取り扱い研修で

したが、新型コロナ感染拡大防止のため、密を避ける内容に変更しました。 

 緊急貯水槽は、通常水道本管の一部として水が循環しています。地震などで断水が生じた場合、飲料

用として貯留水を利用できるようにした水槽です。容量は１００トン、約１万１千人へ３日間飲料水を

供給できます。給水方法は、電源と手押しポンプの２種類用意されていました。恵庭市には、一基しか

ありませんが、順次市内に設置される予定とのことです。 

 災害時の飲料水は、この緊急貯水槽と給水車が頼りになります。 

市水道課の方から「緊急貯水槽」の仕組みや給水方法の説明を聞き、 

持参したペットボトルで給水体験を行いました。日頃から一人１日 

３Ｌ(㍑)を目安に飲料水の備蓄をという助言に、参加者の皆さんも 

うなずいていました。 

 終了後、全員で“ガーデンフェスタ北海道２０２２”市民花壇の 

花植え作業を行いました。(１ページ目、写真) 
 

     
■                                            ■□■ 

 

 体育部長 盛  和彦                                       

副部長 金住 弘美 
  

６月１８日(土)、“第１回フラワー健康ウォーキング”を開催しました。 参加者は役員を含めて男性１１名、女性

７名の計１８名でした。 前日の雨模様とは違いお天気に恵まれ、風は少しありましたがほどよい気温でした。 

集合写真を撮影後、漁川を目指し歩き始めました。 漁川からは土手の上を 「はなふる」 を目指しました。 

「はなふる」 では再度全体写真を撮った後、 「はなふる」 を歩いて散策と思ったのですが、「一度見たからいい

ですよ」 と言う人や、 「すぐ帰りたい」 と言う人もいたので、各自の自由散策としました。 

再集合を町内会館として、各自にて「はなふる」を散策し、きれいな庭をながめ、ウォーキングを楽しみました。 

  

第１回 フラワー健康ウォーキング 

“防災対策隊 第２回研修会” 開催される 
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    環境衛生部長 北上 慎 

副部長 後藤 昇 

６月１９日（日）、「町内一斉清掃」を朝７時から実施しました。 

当日は曇天でしたが、４００名ほどの皆さんにご参加いただき、道路や公園の除草・ごみ拾いを行い、

とてもきれいになりました。 

“新型コロナ禍”ですので、参加者同士がマスク着用など感染防止に注意しながら短時間で作業が 

進められ、多くの会員の皆さんで道路を花いっぱいに飾ることができました。 

本年も一斉清掃へのご協力、ありがとうございます。  

   

 

   
 
 

【 お知らせ 】 

〇 恵庭市より自治活動助成金９５万円の交付がありました。  

〇 今月は恵庭市社会福祉協議会会費納入月間です。 私達の日常生活全般について社協から還元を受けて 

います。 会費は一世帯２００円です。 ぜひ暖かいご協力をお願いします。 

 区長さん、暑い中ですが集金・納入などよろしくお願いします。 

〇 新型コロナの感染、道内ではこのところ拡大ペースが鈍化してホッとしているところです。 今月は、すずらん 

踊り、ラジオ体操、盆踊り、防災研修などの行事を、開催を前提として準備を進めます。 何とか無事に実施出 

来ることを祈りたいです。 

○ 一昨年、「恵庭とわたし」のエッセーが “恵庭市民文芸” で入選してからご縁がつづいていますが、今年は 

フェスタの都合で６月の発売となりました。 竹森明子さんは 「めぐみのはなずかん」 、私は 「ご当地ソング 

アラカルト(二)」 の原稿を寄せました。 

  竹森さんは、お子さんが幼少期に育くんだ 「はなずかん」 が家族の花愛ストーリーであること。 私は 「花の 

街恵み野」 と勝手に考えた 「日本ハムファイターズの新応援歌詩」 です。 ご一読頂けたら幸いで、本誌は 

私が持っていますのでいつでもどうぞ。 ３６－４３１６ 渡邉まで。

6月（今年 2回目）の町内一斉清掃 
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会長 渡邉 三好 
 

 前号でもお知らせしましたように、町内会館周辺の樹木伐採にあまり予算をかけないようにと役員の

有志による何回かに分けての伐採工事が無事終了しました。古いながらも視界明瞭となった北町内会館

の伝統ある姿に感無量。サークルの皆さんがコロナ前の活動ぶりに戻り、ホッとひと安心。新しく絵画

サークルから土曜日の会館利用の打診があるなど嬉しい限りです。 

 昼間の時間が長くなり、お帰りコールのメロディも午後 6 時とあって、 

会館前の冒険広場で遊ぶ子ども達や、幼児と共にすべり台やブランコで 

くつろぐファミリーの人達もどんどん数を増しており、ケガはもちろん 

ですがマスクを外したり水分補給を小まめにするなど、コロナや熱中症 

対策を十分にして近づく夏休みを楽しみに元気な毎日を過ごしてほしいです。  
 さて、毎月一回のシネマサロン例会は先月 120 回を迎えましたが、やはり 10 年近く経過しますとメ

ンバーにも変化がみられ、中でも 100 回ほど鑑賞された恵み野東の男性が新たに福住町に引越しをされ、

この 2 回ほどおなじみの顔が見られず淋しい限りでした。それでも転居のおハガキには恵み野との縁は

切れることなく出来る限り来館しますと約束されており、今月は再会を期待しています。  
☺ 今月の第 121 回例会は 7 月 23 日(土)13 時から北町内会館での開催です。  

   134 年前のクリスマスイブの夜、友人との口論の末自分の耳を切り落としてしまった無名の天才 

画家が、翌年 7 月 29 日、今度は「鴉のいる麦畑」を描いたあとピストル自殺をしました。その後、 

世界の英雄となった「炎の人ゴッホ」を上映します。マスク着用 20 名さまで、入場無料です。 

☺ 8 月 11 日(木)は “山の日” 祝日です。そこで 122 回例会を 8 月 20 日(土) 13 時から開催します。 

  標高 3,000 メートルにあと 1 メートル。氷点下 40 度死の山といわれる剣岳。日本地図最後の 

空白地点を目指した男たちの魂の記録「剣岳 点の記」を上映します。こちらもどうぞお楽しみに。 
 

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

7/ 1(金) 

〃     

回覧版「北町内会だより」７月号(第 98号)発行 

恵庭市社会福祉協議会会費納入強化月間 

 

社会福祉協議会 

 

区長 

/ 8(金) 10:00～ 恵庭市戦没者追悼式 市民会館 会長 

/ 9(土)  8:50～ 恵み野まちなかおもてなし JR恵み野駅 会長、西川副会長 

/10(日)  7:00～ 

〃   19:00～ 

町内一斉清掃 

すずらん踊り講習会 

北町内会全域 

恵み野中学校 

環境衛生部 

恵み野町内会連合会 

/13(水) 10:00～ 

/13(水)～22(金) 

恵庭市民憲章推協 除草作業 

夏の交通安全運動 

ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ花壇 

市内各所 

会長 

防犯交通部、区長 

/16(土) 13:00～ 後期町内会費納付日(１日目) 北会館 会計部・区長 

/17(日)  8:50～ 

〃   10:00～ 

〃   13:30～ 

〃 上記終了後 

恵み野まちなかおもてなし 

後期町内会費納付日(２日目) 

臨時役員会 

定例四役会議 

JR恵み野駅 

北町内会館 

北町内会館 

北町内会館 

会長、西川副会長 

会計部・区長 

四役・専門(副)部長 

四役 

/18(月)～20(水) 北町内会集団資源回収 北町内全域 環境衛生部 

/23(土) 13:00～ 第 121回シネマサロン 「炎の人 ゴッホ」 北町内会館 ネットワーク夢 

/24(日) 11:20～ 

〃  

恵み野夏祭り～すずらん踊り 

“ ガーデンフェスタ北海道 2022 ”閉幕 

西町内会館、やすらぎ通り 

はなふる 

/26(火） 6:00～ 夏休みラジオ体操（８/４まで） 恵み野旭小ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 青少年育成部 

/31(日) 13:15～ 北町内会第３回役員会 恵み野会館 四役、専門(副)部長、監査役、区長 

【休館継続】みんなの図書館 (毎週水･土･日) 

 

◎ 前月の入退会及び慶弔 ・・・ 個人情報保護のため、お名前等は掲載しておりません。 

 入会 0 件、  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 ) 

編集部 
からの 
お願
い 

 

ネットワーク夢ハートだより 

 


