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会長 渡邉 三好  
 

待つは久し過ぎれば早しで、今年も３分の２が終わり９月を迎えました。 「澄み渡る青空に隅は照り、夜、月は

９月の美しい花に澄んだ光を浴びせる…」 詩人のホウィトはロマンチックに表現しました。 

先日、気象庁が 「今年の日本列島は異常気象であり、継続した状態がつづいている」 と発表しました。 ３５度

以上の猛暑日が各地で観測し、線状降水帯による豪雨も各地で多発しました。 そして９月はまだ残暑がつづき、

１０月は一転大雨の日があり、冬は寒波豪雪のきびしい寒さが再来する予報。 さらに国際気象機関が、「今世紀

末には、地球の大部分で気温が５０度を超え、何十億人もの命が失われるだろう」 と警告を発表しました。 これ

すべては、地球温暖化が最大要因ということです。 鳥肌が立つ怖さを感じますね。 
 

ところで、一年に８回皆様にお届けしている回覧版 「北町内会だより」 が、今月号で丁度１００号となりました。

ほかに４回発行の広報紙 「絆（きずな）」 を合わせて、毎月 “会長あいさつ” なる原稿を書いている訳ですが、

浅学非才の私にとって正直なかなか辛いことが実感です。 その理由は、毎月１日の発行 

ですので、編集や印刷のためどうしても原稿の締切りが５日から１週間前になり、町内会の 

動きはもとより、社会情勢の動きを正確にお伝え出来ないもどかしさがあるのです。 しかも、 

別稿の “ネットワーク夢ハートだより” も担当することになって、肩の荷が重い気分です。 

嬉しいことに、何人もの方から 「会長さんのあいさつ、読んでますよ！毎回楽しみです！」 

と応援して下さいますので、それを励みにがんばりたいと思います。  

広報紙は皆さんのものです。 身近な周囲の小話しなど、どんなことでもお寄せ下さいね。 
 

さて、３４万人が花の街恵庭を訪れた 『ガーデンフェスタ北海道 2022』 の話題は先月で紹介しましたが、“まち

なか会場” を任された恵み野地区の住民は、中学生２５人一般４０人の６５名がおもてなしメンバーとなり、北町内

会からも１０数人が参加、それぞれの役割りを見事なチームワークで、恵み野を訪れたおよそ２，５００人のお客さ

まをしっかりおもてなししました。 市内、道内はもとより、東京・埼玉・神奈川・茨城・新潟・千葉・大阪・京都などか

ら 「ぜひ恵み野の美しい街並みと花庭のお宅を廻りたい」 と A・B コース、それぞれ２時間近くをかけてオーナー

さんとの会話もはずみ、皆さんから “はなふる会場” とは違う感動を楽しんだとのお声を寄せられました。 

先月２４日に「ご苦労さん会」が開かれましたが、ボランティア精神を全員が貫いたため、達成感充実感一杯で

「この気持ちを来年以降も街づくりにつくしたい」 という結論でしめくくりました。 本当に皆さんお疲れさまでした。 
 

この緑化フェスタ成功に刺激を受けて、恵み野商店会が夏まつり、恵み野町連が盆踊りを実施。 どちらも老若

男女がどつと集まり、３年ぶりの復活を喜び楽しんで下さいました。 北町内会では、そのほかラジオ体操、防災ツ

アー、パークゴルフなどそれぞれコロナ対策を十分に対処して開催、感動の連続となりました。 それぞれご協力

に感謝申し上げます。 
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一日千秋・三年千日…復活のすずらん踊り、盆踊りに感動! 
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２年ぶりに８月５･６日と「納涼盆踊り」が中央公園多目的グラウンドで開催されました。７月に入り

新型コロナウイルスの感染拡大が続き開催が危ぶまれましたが、感染対策に留意し楽しい思い出づくり

にと予定どおり行われました。各町内会の役員による会場整理と飲み物の禁止。手作り出店をやめて、

キッチンカーをお願いしました。何人集まってくれるのか、町連では参加者へのプレゼントの数合わせ

に悩んだようです。 

 17 時に開会を知らす花火が上がりました。まだ明るい 18 時半、音楽が流れ北町内会有志の踊り手が

すずらん踊りの法被を着て、鮮やかに櫓を中心に描いた輪の先導を踊ります。浴衣を着た子供たちが楽

しそうに、お母さんと踊りの輪に次々と加わってきます。夕暮れと共にグラウンドの周りから、親子連

れ、お友達のグループが集まり、２つめの輪を作りました。若い家族連れから、おじいちゃん、おばあ

ちゃん。久々のイベントに記念撮影を撮る一コマも。散歩途中で寄ったのか犬のリードを引きながら踊

る人。トボトボと引かれながら歩く犬は、聞けば賢い犬で十分楽しんだとのこと、感動でした。 

 子供盆踊りに続く大人の部は、波が引いた後のように場面が一転し静かなムード。輪は小さいですが、

経験の積んだ踊り手が揃っています。そのような輪に浴衣を着た若い女性も少し。これからの広がりが

期待されます。襟裳から訪れて盆踊りに参加したという女性は、「地元では開催しなくなった盆踊りに参

加できて楽しかった。恵み野は楽しいですね。」と興奮ぎみにお話し下さいました。コロナが収束しもっ

と楽しい盆踊りになるよう、来年が楽しみです。  

   
盆踊り始まりです              子供が集まりました              たくさんの人が 

 

   
思い出に                       しめやかに                      大人の踊り 

 

                            
青少年育成部部長 塩野 睦美  

 
 夏休み初日の７月２６日（火）から１０日間、朝のラジオ体操を恵み野旭小学校グラウンドで行いました。  

コロナ禍の影響で３年ぶりの開催となり、参加者は例年と比べて少なめでしたが、大人の方の参加が毎日 

２０名ほどもあって、参加者は延べ７００名を数えました。 期間中は、雨で１日だけ中止がありました。 

町内会長をはじめ町内会の役員・専門部の方々がお手伝いして下さり、とてもありがたかったです。 

   

たくさんの思い出を “納涼盆踊り” 

夏休みラジオ体操 
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８月７日(日)午前９時、防災研修ツアーの大型バスが参加者２５名（子供４名、家族参加４組、対策隊員１６名）を

乗せ、札幌市民防災センターへと恵み野北町内会館前を出発しました。 バスツアーは、平成３０年千歳市にある体

験施設「そなえーる」以来となります。 それまで新型コロナウイルス感染拡大による行動制限などで開催すること

が出来ませんでした。  

  この施設は、地震体験コーナーや消火体験コーナーなどを備え、各種災害の模擬体験を通じて、防火・防災に

関する知識や災害時の行動を学ぶことができます。 会場に入ると、案内の方から入り口に設置(駐車)してあるは

しご車の説明に続き、災害バーチャル体験(立体映像)、地震体験、消火体験、煙避難体験、暴風体験などをするこ

とができました。 また、消火器の使い方、地震の際の安全対策など、技術の進歩による対応の変化を知ることも出

来ました。 研修は２グループに別れ、お互いに「密」にならないよう、 

体験時間も短め、使用器具は都度消毒と留意して行われました。 

 次の研修先の江別河川防災センターは、水防資器材の備蓄、 

水防活動の拠点基地や災害時の避難場所として活用するための 

施設です。 石狩川を航行していた蒸気船 「上川丸」 のレプリカ、 

明治時代の川と町並みを復元したジオラマをはじめ、川に関する 

さまざまな資料が展示されていました。 

昼食はアサヒビール園です。 広い会場で家族単位、テーブル 

は３人掛けと感染対策が配慮され、楽しい一時でした。 
 

   
はしご車説明               地震体験               消防士  

 

防災対策隊 隊員募集中!!  
  恵み野北町内会では、災害が起きた時の行動やその備えなどを 

学んでいただくために、防災対策隊を組織しています。 

年５回の研修会（２～３時間程度）と見回り活動が主な活動です。 

多くの方の参加をお待ちしています。 一緒に学んで、イザという 

ときに備えましょう。 

興味を持たれた方は、対策隊員や役員へお申し出下さい。  

氏名・連絡先のメモを、北町内会館のポストへ投函して頂くか、ＦＡＸ（37-7800）でもＯＫです。 
 
 
 
 

リーダー 渡邉 三好 
 

暑い夏休みが終わり、町内会館前の冒険広場には夕方近くの涼しい 

ひととき、遊びにくる子どもたちの姿が増えてきました。 

激増する新型ココナの第７波。このところの特徴は高齢者の重症化 

と死亡者の増加です。学校再開によるお子さんの発症増加が心配です。 

まだまだ油断は禁物です。 
 
☺ 今月の第 123 回シネマサロン例会は、9 月 17 日(土) 13 時から 

北町内会館で開催します。 

再婚しない母と、結婚に踏み切れない娘。ほのぼのとした小津安二郎監督晩年の名作「秋日和」です。 

どなたでもマスク着用で、お気軽にお出かけ下さい。 

ネットワーク夢ハートだより 

 

防災研修バスツアー “第３回防災対策隊研修会” 
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                              体育部部長 盛 和彦  

７月３０日(土)、第２回パークゴルフ大会が恵庭中央ＰＧ場にて、参加者２８名(男性２４名、女性４名)で開催。 

天候は曇りで思ったほど暑くもない、良い環境での大会となりました。 参加者は、日ごろの練習の成果を

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。 

成績は以下のとおりです。 お疲れ様でした。  
優勝 林 吉明さん 

２位 吉田 大洋さん 

３位 山田 幸男さん 

飛賞 瀬川 勝代さん、 佐々木 正雄さん、  

金住 弘美さん、 葛西 昭男さん、 

    藤江 惇普さん 

ホールインワン賞 林 吉明さん、 瀬川 勝代さん、 

  藤江 惇普さん 
  

◎ 今月の町内会の動き  
月/日(曜) 時間 内  容 場 所 摘 要 

9/ 1(木) 回覧版「北町内会だより」９月号(第 100号)発行   

/ 4(日) 18:00～ 北町内会第１回役員選考委員会 北町内会館 会長、副会長、総務部 

/10(土）13:00～ 

 〃    15:00～ 

北町内会館周辺(草)管理 

恵み野商店街 100年街並み協議会設立総会 

北町内会館 

恵み野会館 

大野副会長、総務部長 

会長、西川副会長 

/12(月)～20(火) 北町内会敬老祝い･福祉だよりお届け (７５歳以上) 北町内会全域 福祉部 

/17(土)  8:00～ 

 〃    13:00～ 

恵み野町内会連合会親睦パークゴルフ大会 

第 123回シネマサロン例会 「秋日和」 

恵庭中央ＰＧ場 

北町内会館 

体育部選抜代表 

ネットワーク夢 

/18(日)～20(火) 北町内会集団資源回収 北町内会全域 環境衛生部 

/20(火） 8:30～ 北町内会館清掃奉仕 北町内会館 北むつみ会 

/21(水)～30(金) 秋の交通安全運動 各所 防犯交通部、区長 

/21(水）18:30～ ９月定例四役会議 北町内会館 四役 

/24(土)  8:00～ 第３回北町内会パークゴルフ大会 恵庭中央ＰＧ場 体育部 

【休館継続】 みんなの図書館 

 

◎ 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 0 件、  誕生 0 件、  訃報 4 件 
 
 

「集団資源回収」ご協力のお願い    環境衛生部 

９月は  １８日(日) ⇒ 北６・７丁目  １９日(月) ⇒ 北１・２丁目 

２０日(火) ⇒ 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 ) 

第２回 パークゴルフ大会 

編集部 
からの 
お願い 

 


