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会長 渡邉 三好  

 

好天に恵まれた６月２５日、花と緑を愛する恵庭の個人・団体が、道内外のプロ・アマと手を結び、花の拠点 

“はなふる” に個性溢れる９００種数、およそ２１万株の季節の花々を、さらに市内・道内の各所に心を込めて植栽

し幕を開けた「第３９回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』」。 

本州方面が、早過ぎた梅雨明けのあと猛暑が            つづき、そのあと、戻り梅雨の豪雨に苦しめ

られたことにくらべ、天も味方して連日全国から                愛好者が訪れ、予想より早めの１０万人

２０万人を記録。閉幕２日前の７月２２日、目標                  としていた３０万人を突破、最終３４万

人の入場を記録。大盛況のうちに７月２４日(日)、               無事１ヶ月のフェアが終了しました。 

期間の半ばに、全国緑化祭の記念植樹をされ、            恵み野の商店街に連ねた中学生制作の

プランタンはじめ花飾りを直接視察された佳子さまから、「恵庭の花と緑が多くの皆様の心を癒やすことでしょう。」

と、ありがたいおことばを頂きました。 

私は、開幕前の何回か、地区の花植え、除草のボランティアをしたあとフェアでは西川副会長とコンビを組んで

ＪＲ恵み野駅でのおもてなしご案内役を５回担当しました。その中で印象に残ったことを二つお伝えします。 

４年後でしょうか、緑化フェスタを開くという神奈川県川崎市役所３人の職員さんが、「初めて恵庭に来ました。

いろいろ参考にしたい。」とお話されましたので、「“恵み野まちなか会場”でのボランティアは全員無償、文字通り

ボランティアですよ。」と伝えた途端びっくりされ、「ぜひ運営の参考にＰＲしたいから！」とカメラに収めて、会場に

向かわれました。 

また、自転車のツーリング仲間、女性３人を含めて１０人のグループでしたが、声をかけると、「私たちはネットで

知り合った仲間で、今日恵み野で対面しました。」とのこと。恵庭の１人を中心に、東京、新潟、関西など各地から

来られた方々で、駅前での様子を見ていると、お互いが自己紹介のあと握手をしたりなどの情景が見られ、ガー

デンフェスタが結んだ友情かと、こちらもホッコリしたひと駒でした。 

 北町内会でも、植樹桝での花植えのほか何度も除草をお願いしたり、フェスタでのボランティアを担当して下

さったりなど、会員の皆様に改めてお礼を申し上げます。 
 

一方、経済再生を優先させようと人々の行動制限を少し緩めた結果、行楽地や夏まつり、イベントの開催など

全国各地が賑やかさを取り戻した途端、新型コロナの患者が激増。改めてマスク着用、手指消毒、三密回避、換

気の徹底など自己判断・自己責任の重大性を痛感します 

そうした中で、暑い夏を乗り切る積極的な生活をと、恵み野商店会の「夏まつり」が規模縮小で開かれ、待ちか

ねた市民が大勢来場して楽しみました。「すずらん踊り」には北町内会から北むつみ会の皆様を中心に参加、３

年ぶりの喜びを感じました。 

夏休みに入ってすぐラジオ体操、８月には 防災対策隊第３回研修会として札幌の防災センター体験、町連主

催での納涼盆踊り、さらにパークゴルフも実施する予定で準備をすすめています。 
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“ｶﾞｰﾃﾞﾝﾌｪｽﾀ北海道 2022” 大盛況で閉幕！ 

目標３０万人突破 おもてなしの心、花と緑に感謝！ 
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 天候が心配された７月２４日１１時から、駅前通りを歩行者天国にした会場で、２年ぶりに “恵み野夏まつり” 

が行われました。 新型コロナの感染拡大が続く中、予防対策を重視したやや控えめなお祭りでしたが、楽し

みにしていた家族連れが多くみられました。 

開催を告げる太鼓が鳴り響き、各町内会からのすずらん踊りとイベントが始まります。 今年は、出陣式の開

催挨拶もなく、先導で優雅に舞う保存会の皆さんの姿もなし。 時間に合わせ南町内会を先導に西、北、里美、

東町内会、最後は特別参加の柏陽若草会の順と踊り手が揃います。 各町内会の参加者は少ないようでした。 

北町内会からは、北むつみ会の１６名を中心に総勢２２名の踊り手が参加しました。 北むつみ会は自主的に

事前練習済み。 役員の方々６名は、長年の蓄積された感覚だけが頼りです。  

 踊りの曲が会場一杯に広がると、自然に音楽に沿って列が順に動き空白の２年間を埋めるように、元気いっ

ぱいの踊りが繰り広げられました。 観客には、音楽に合わせて曲を口ずさむ人も、一体となってお祭り雰囲

気が醸成され盛り上がっていきました。 

 新型コロナの影響でイベント開催が懸念される中で、控えめながらも開催することができた恵み野夏祭り。  

来場者の皆さんには、楽しい思い出となったことでしょう。 
 

  
 
 

 

                                  青少年育成部 塩野 睦美 
 

 ６月２６日(日)午前９時３０分より、春の子どもレク「冒険広場クイズラリー」を開催しました。 

 いつもは旭小学校の体育館で行っていたレクですが、小学校でもまだ体育館の使用に人数制限をかけて

いるということで、公園でのレクを企画しました。 

 当日はお天気も良く、３７人もの子ども達が参加してくれましたが、楽しんでもらえたと思います。 

 会長、副会長にもお手伝いいただいて、無事に終了することが出来ました。 
 

   

 
 

【 お知らせ 】 
○ 北１丁目から２丁目のバス通りの歩道舗装工事が行われています。お盆前後に終了予定です。 

○ 「恵み野商店街１００年街並み協議会」が設立することになりました。北町内会からは会長渡邉が 

幹事、西川副会長が委員を担当します。 
 

恵み野夏祭りに華やかさを添えた久々の“すずらん踊り” 

 

春の子どもレク「冒険広場クイズラリー」 
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 去る７月１７日(日)、１３時３０分から北町内会館において、四役、各専門部の部長、副部長による臨時役員会が

開催されました。 議案は第３１回親睦交流会の開催についてです。 

５月２日開催の第２回役員会では、例年７月に開催している親睦交流会を延期し、開催の判断を６月下旬～７

月上旬に行うとしていました。 そして６月の定例四役会議で、それを受けて、感染対策をとりながら内容を縮小し

９月開催するという案を検討、臨時役員会にて親睦交流会についての最終決定をするということでした。 

 ところが、７月に入り新型コロナウイルスの感染状況が大きく 

変化し、感染力が強い新しい変異株に置き替わり、第７波に 

突入しました。 会議は冒頭から親睦交流会が開催出来るか 

どうかが協議となりました。 

  感染症法上の“２類相当”から“５類相当”への見直しや行政 

からの行動制限が無いなどから、「このような中でも開催できる 

る内容で検討すべき」 という意見もありましたが、協議の結果、 

今後の更なる感染拡大への不安、感染予防対策による交流会 

内容の制限、参加者のリスク不安などを考慮し、大変残念ですが今年も親睦交流会を中止することとなりました。 

なお、親睦交流会の運営を検討する第３回役員会も、交流会が中止になったことから開催をとり止めました。 

その後、「交流会予算が未執行となるので、会員に判るように相当額を還元すべき」という意見がありました。 

近年、新型コロナの影響で計画どおり町内会活動ができず、予算が余っているという印象が背景にあるようです。 

どのような方法でいくら還元するのか、何故今なのかが検討されました。 会計事務や区長への負担、期中で

の計画外支出の問題に加え、実務的には年度末見込みや執行 (決定) 方法、対象戸数 (入退会) もあります。 

会員数も１，１００戸以上あり、物量的な準備や配布に新たな負担が強いられます。  

平成３年度から、事業予算と繰越額から当年度会費を調整し、月額３００円から２００円に減額をしています。 

役員会では、来年度予算で検討ということになりました。 今年度の未執行額は、来年度の収支予算のなかで 

調整 (還元) されます。 
 
 

    環境衛生部長 北上 慎 

副部長 後藤 昇 

７月１０日に予定していた“７月町内一斉清掃”は、雨天のため７月１７日に延期し実施しました。

当日は、作業開始時点で霧雨（小雨）になりましたが、次第に曇り空に回復し、無事終了することが 

できました。空模様だけでなく、連休の中日で参議院選挙の投票日と重なったこともあり、会員の皆様

の参加が少なかったのですが、まだ８月の清掃もありますので、ご協力をお願いします。 

   

   

臨時役員会開催される ～今年も親睦交流会中止を決定～ 

７月（今年３回目）の町内一斉清掃 
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リーダー 渡邉 三好 
 

暑い夏の訪れとなりました。子どもさんたちも 25 日間の夏休みに入りましたが、 

熱中症やコロナ対策、交通安全など学校生活以上の気づかい、心づかいが大切です。 

 お盆が過ぎて新しい学期始めまで、皆さん、元気にお過し下さいネ。 
 
☺ 第 122 回シネマサロン例会は 8 月 20 日(土)13 時から北町内会館で開催します。 

 標高 2,999 メートル、氷点下 40 度、日本地図完成最後の空白地点を目指した 

男たちの魂の記録、新田次郎原作「剣岳 点の記」(2009.日本)を上映します。 

マスク着用で、お気軽にお出かけ下さい。 
 

◎ 会計部より  
 
  後期町内会費の納入について、７月１６日・１７日の２日間で区長さんからの納入が終りました。 

集金作業、大変お疲れ様でした。 

転勤等で退会される方のほか、在宅のまま町内会を離れる方が目立つようになり残念です。 

  前回納付 １,１２２世帯、途中納付 ６世帯、後期納付 30 世帯、合計 １,１58 世帯 
 

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

8/ 1(月) 回覧版「北町内会だより」８月号(第 99号)発行   

/ 5(金) 18:30～ 納涼盆踊り(１日目) 多目的グラウンド 恵み野町内会連合会 

/ 6(土) 18:30～ 〃   (２日目)     〃     〃 

/ 7(日)  9:00～ 防災研修バスツアー(防災対策隊第３回研修会) 札幌市民防災センター 防災対策隊 

/10(水）10:00～ 恵庭市民憲章推進協議会 除草作業 グリーンベルト花壇 会長 

/18(木)～20(土) 北町内会集団資源回収 北町内全域 環境衛生部 

/20(土) 13:00～ 

 〃    15:30～ 

第 122回シネマサロン 「剣岳 点の記」 

恵み野町内会連合会第２回役員会 

北町内会館     ネットワーク夢 

恵み野会館  会長、副会長、総務・会計部長 

/24(水）18:30～ ８月定例四役会議 北町内会館 四役 

/27(土) 16:00～ 恵み野町内会連合会第２回防災組織担当者会議 東町内会館 隊長、副隊長、事務局 

/28(日） 7:00～ 町内一斉清掃 北町内会全域 環境衛生部 

/31(水) 10:00～ 恵庭市民憲章推進協議会 除草作業 グリーンベルト花壇 会長 

【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 1 件、  退会 2 件、  誕生 0 件、  訃報 3 件 
 
 

「集団資源回収」ご協力のお願い    環境衛生部 

８月は  １８日(木) ⇒ 北６・７丁目  １９日(金) ⇒ 北１・２丁目 

２０日(土) ⇒ 北３・４・５丁目   ⁃⁃⁃ 朝､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 

 


