
 

 

 

 

 

 

◎西町内会館の花壇整備、会館内の清掃を終えました 
本来、西町内会館で定期的に

活動しているサークルの皆さん

の手もお借りして、５月３０日

に会館内の清掃と会館前の花

壇整備を行う予定でした。しか

し、新型コロナウイルスの感染

防止の為、５月２９日に 10 名

の町内会役員で花壇に花苗を

植え込む作業のみ実施しました。 

昨年までは駐車場横の場所は雑草なども繁茂した状態になることもありましたが、砂利を

排除する等の準備をして、今年は花壇として整備しました。 

花壇には３００株以上の花苗を植栽しましたので、暫くすると色とりどりの花で賑わうで

しょう。お楽しみに！ 

会館内の清掃は密に配慮

し、町内会役員 11 名が６

月２６日・２７日の２日に

分わかれて実施しました。 

昨年秋の清掃以来、一時

期利用自粛期間もありまし

たが、各部屋の窓や床・ト

イレの清掃をして、フローリングのワックスがけまで終わらせました。

会館利用者は使用後の清掃をお願いします。  《総務部・環境防犯部》 

◎６月の防犯パトロールは１６日 .１７日に実施しました 
 「防犯パトロール」は毎月

第 3 水曜日と木曜日の 2 日間,

通学児童の帰宅時間に合わせ

て実施しています。今月も 16

日・17 日の午後 2 時半から岡

田医院前を起点に、通学路 4

コースのパトロールを行いま

した。 

 長引くコロナ禍で、今年も多くの行事が中止を余儀なくされていますが、「少しでも犯罪

の抑止に繋がれば」と継続しています。                《環境防犯部》 
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通学路での自転車の走行は特に注意をお願いします！ 
 近年、恵み野里美からの通学児童が増え、西

町内会は交通安全街頭指導の際には岡田病院

前の交差点の他、交番前での指導も実施してい

ます。 

 駅につながる歩道には自転車も多く、通学児

童の危険を感じ恵庭市に相談。『やすらぎスト

リート』のコインランドリー前とＫＦＣ前の２

か所に看板を設置して頂きました。 

 軽車両に位置付けられる自転車は、原則車道

の左側を走るべきですが、安全確保の為歩道を

利用する場合は、車道寄りをすぐに止まれる速度で走行しましょう。 

＝西町内会の今後の事業について＝ 
恵庭市でも年齢階層区分により、高齢者から新型コロナウイルスワクチンの接種が行われ

ていますが、会員の皆様は予約・接種は順調に進んでいますか？ 

６月の正副部長会議では、現状のワクチン接種状況と感染状況を勘案しながら今年度の事

業の方向性を議論しました。基本的考え方ですが、高齢者へのワクチン接種は７月末迄の完

了を目指し実施中ですが、高齢者以外の方の接種予定は、６４歳～５５歳の方の予定は公表

されましたが、それ以外の方の予定は現在のところ不明です。この事から、少なくても８月

中旬迄は感染リスクを回避するため、より慎重に事業の実施の可否を判断すべきとの意見を

共有しました。 次に、具体的事業の方向性について記載します。 

〇親睦交流会・親睦旅行・ふれあい昼食会→従来型の事業実施は困難なので代替事業を検討 

〇町内会作品展・ジャズコンサート→中止。 

〇避難行動要支援者宅訪問・民生児童委員との合同会議→感染状況等を総合的に判断し今後

実施予定。 

〇役員会議→代替事業実施の判断や防犯カメラ設置事業など検討事項があり感染状況等を総

合的に判断し今後実施予定。 

〇四役会議・正副部長会議→組織の意思決定会議として感染対策を徹底し実施予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

恵み野西むつみ会 
《７月の行事予定》  

3 日 西町内会親睦交流会参加（中止） 

8 日 第１例会（中止）  

女性部会夏の交流研修会（中止） 

15 日 恵庭市老人福祉スポーツ大会（中止） 

17 日 すずらん踊り講習会（中止）  

17・18 日 西町内会作品展鑑賞（中止） 

20 日 第２例会（中止）  

25 日 恵野夏祭り・すずらん踊り（中止） 

※北海道ブロックリーダー研修会  

⇒11 月下旬に延期  

―パークゴルフ愛好会―  

 7 日(水) 恵庭中央 PG 場  

23 日(金) 恵庭中央 PG 場（夏季大会） 

 

西むつみ会 会長 沖野 菊二  



2021 年 7 月 1 日 

   

 

一緒に【恵み野キレイ隊・環境ボランティア】に参加しませんか？ 

☑ボランティアに参加したいけど、なかなか一歩が踏み出せない。 

☑まちの人や誰かの役に立ちたいけど、難しいことはできなそう…            

☑きれいな恵み野が好き、キレイな町並みを一緒に作りたい                   

美しく環境の整った街は犯罪が少ないそうです。恵庭は「花のまち」外仕事は健康維持にもつながります。  

除草作業を通して、キレイで安全な恵み野をつくる仲間を募集しています！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

恵み野キレイ隊・環境ボランティアの活動日（1 回の作業だけでも OK！） 

7 月 9 日(金)7 月 23 日(金)雨天中止 8:00～1.2 時間 集合場所（恵み野駅東口前・噴水周辺） 

7 月 15 日(木) 8 月 5 日(木)雨天中止 8:00～1.2 時間 集合場所（恵み野北アスリート花壇） 

・持ち物…軍手、草刈り鎌、帽子、飲み物、作業しやすい服装でお越しください。 

・活動日に集合場所にお集まりください。 

・ボランティア登録している人は担当者に始めと終わりに担当者に報告してください。  

問合せ…恵み野花協事務局（内倉―36－4549）  

● 環境ボランティアって何するのですか？…通りや公共の場所の除草作業や増えた苗の株分け、剪定など 

● 花の知識や経験は必要ですか？…必要ありません。経験者が一緒に作業に入ります。 

● ボランティアについて…恵庭市社会福祉協議会のボランティア登録が可能です。詳しくはお問合せくださ

い。 

種  類  対象者  ボランティア保険  

ボランティアセンター 年齢制限なし 社協負担で 

基本プランに加入  あったまーるポイント 市内在住の６５歳以上（介護認定を受けていない方）  

問合せ 32－0007（恵庭市社会福祉協議会）  

● ボランティア登録しない人も大丈夫です！年齢も関係なく会場に直接行って自由参加も出来ます。 

● 作業中に怪我をしたときはどうなりますか？…個人でも年齢に関係なくボランティア活動保険（基本プラン  

３５０円）に加入することが出来ます。…問合せ 32－0007（恵庭市社会福祉協議会）  

登録についてや分からないことは、恵庭市社会福祉協議会の方が手伝ってくれます♪まずはお電話しましょう！  

えにわ花と暮らし展開催中！  

6 月 28 日〜7 月 4 日まで『はなふる』では

花くら会場装飾をしていますよ～  

7 月 2３日まで Web 開催しています。 

インスタグラムの投稿は、7 月 28 日まで 

はなふるの写真を送ってね。ハッシュタグは

#花とくらし展 21 #はなふるショー21 

を付けて投稿して下さい。 

投稿者には、恵庭の特産品があたります。 

 

 

全国都市緑化北海道フェアーの名称は【ガ

ーデンフェスタ北海道 2022】に決定！  

 
恵庭市民のサポーターズクラブが  

４つの分科会で大活躍！！   

・まちなか景観部会 (会場ルートの飾り ) 

・広報 PR 部会（ピックが出来たよ）  

・飲食部会 (本番に向けて動いています ) 

・手づくりセミナー部会 (当日イベント  

企画中！盛りだくさんになりそう) 

  

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E8%8A%B1%E3%81%A8%E3%81%8F%E3%82%89%E3%81%97%E5%B1%9521?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUoHsRLSsc4SlMcMVhcYbZCuTinVTWCDSkgPe7mU4hLLsF8vTi0Y48i2i38fHI9YBADaP8quh-3K25rUVUeQbpAfOQbEpOEiRWyTpOyUWByM296GLg1uS0qJt7Nix5stsk&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%B5%E3%82%8B%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%BC21?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUoHsRLSsc4SlMcMVhcYbZCuTinVTWCDSkgPe7mU4hLLsF8vTi0Y48i2i38fHI9YBADaP8quh-3K25rUVUeQbpAfOQbEpOEiRWyTpOyUWByM296GLg1uS0qJt7Nix5stsk&__tn__=*NK-R


下期町内会費の納入受付を延期します  
今月 11 日・18 日に予定されていた下期

分の町内会費及び赤い羽根募金・年末たす

けあい募金の納入は新型コロナ感染防止を

考慮して延期しました。集金開始は８月中

旬以降を予定しています。 

赤十字資金を納付しました 

前期分の町内会費納入時に募金していた

だいた、赤十字資金を５月１１日に恵庭市

社会福祉協議会窓口に納付しました。 

１７７，１５０円  908 戸  

    《会計部》 

◇◇編集後記◇◇ 

今年も半分が過ぎましたね。７月です。今月のカレンダーに困惑している方はいらっ

しゃいませんか？オリンピック開催に伴う祝日移動により７月・８月・１０月に修正が

必要になっているはずです。休日移動の発表が昨年 12 月半ばを過 

ぎていたので、訂正が間に合わなかったようですね。 

私は 8 月の通院予約をする際に、パソコンの予約画面を見ている 

先生と壁のカレンダーを見ている私とで話が合わず気付いたのです 

が、お互い休日移動の事は頭になかったので「？？？？？」でした。 

移動した祝日は 3 日です。 

〇海の日(7 月第 3 月曜日 7/19）⇒7 月 22 日(木)開会式前日 

〇スポーツの日←体育の日(10 月第 2 月曜日 10/11) ⇒7 月 23 日(金)開会式当日 

〇山の日(8 月 11 日)⇒8 月 8 日(日)閉会式当日、翌 8 月 9 日(月)振替休日 

東京五輪を盛り上げる為なのでしょうが、それでなくても 1948 年に祝日法が作られ

た時には年間 9 日だった祝日が漸増し 2016 年には 16 日になり、「ハッピーマンデー法」

やら「振替休日」「国民の休日」だと改正が多く頭が追い付いていないので、この休日

移動もこうして整理しないと「何が何だか？」です。(^_^;)  

コロナ禍も落ち着いたとは言えない現状ですから、オリンピックは自宅でテレビ観戦

でしょうし、10 月の連休を残しておいてほしかったいう人もいるかもですね。  (遠) 

 

《７月の行事予定》  

【注】  (環)→環境防犯部   (厚)→厚生文化部  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

行  事  名 日   時 備   考 

夏の交通安全街頭啓発運動(環) 13 日(火)～21 日(水) 7：30～ 役員及び区長・班長 

防犯パトロール（環） 14 日(水)14:00～・15 日(木)14：30～ 

資源回収(厚) 25 日(日) 町内全域 

 ＝現時点で中止と判断した事業＝  

７月 町内会作品展、恵み野夏祭り(すずらん踊り)、ラジオ体操(ｺ)、こども教室(ｺ) 

  親睦交流会、ふれあい昼食会⇒代替事業検討中 

下期町内会費等納入⇒延期（区長・班長へは別途通知）             

８月 納涼盆踊り、体験合宿(ｺ)   親睦旅行⇒代替事業検討中 

９月 JAZZ コンサート、第２回ＰＧ大会   

１０月 恵望園ボランティア        

※関連記事＝２面「西町内会の今後の事業について」 

 

緊急時見守り対応 連絡先  

担当丁目  担当役員  民生委員  

１丁目  吉田 37－0356 山口 36－4661 

２・３丁目  武藤 36－6607 松谷 36－7883 

４丁目  

齊藤 36－4726 

岩崎 29－4476 

５丁目  
佐野 37－0701 

(6 丁目 5・6 区も) 

６丁目  渡井 36－4292 
三谷 47－9010 

 (1～4区のみ) 

※個人情報取扱方針を遵守します。  
緊急を要すると感じた時はご連絡下さい。 

※(ｺ)はコミュニティ
スクール共催事業  


