
“みんなで築く安全・安心な街” 

ｂ 

 

 

７月７日(土)12：00～ 恵み野中央公園多目的広場  

 

この日はあいにくの空模様でしたが、天気予報では翌日の方 

が悪天候であるとの情報から開催を決定。８時半には役員と有 

志区長さんが会場に集まり、霧雨の中、12 時の開会に向け準備 

作業を開始しました。 

                   閉会までお天気には恵 

まれなかったものの、無 

事すべてのプログラムを 

終えることができました。ご来場の皆さん、出演・ 

ご協力いただいた全ての方に感謝します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 月 30 日(土)、 今年最後の 2 丁目ふれあい昼食会に 8 名が参加しました。  

平成 30 年度ふれあい昼食会の全日程が無事終了 
 

 

 

 

 

 

 

 

来場者数 715 名（大人 590 名・子供 125 名）  

ご 来 賓 13 名  

＝出演・協力＝ 

恵庭岳太鼓・西むつみ会・エニワン（バンド）・リップル（バトントワリングチーム）  

サッポロビール・コスミックエンターテイメンント（音響）  

出  店＝光と風の里 

＝場内アナウンス＝ 

横尾 侑那（中 1）・田中 希実（中 1）・外川 千春（高 2）・外川 らん（小 5）  

（敬称略）  

(敬称略) 
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ご来賓挨拶＝原田市長様(左) 

乾杯＝小笠原商店会長様(右) 

みなさん防寒対策バッチリですね(*^^*) 



恵み野夏祭りに向けて、すずらん踊り講習会実施《恵み野町内会連合》 
7 月 21 日(土)、恵庭すずらん踊り保

存会から４名を招き、恵み野中学校体育

館で行われました。５つの町内会からは

51 名が参加し、休憩をはさみ１時間半

程の指導を受けました。 

本番の恵み野夏祭り(29 日)の様子は

来月の紙面とホームページで紹介しま

す。 

◆環境防犯部 活動報告 

夏の交通安全街頭指導 7月 11日(水)～20日(金) 

 

 

 

 

 

 

 

夏の公共施設清掃  7月 22日(日) 

 ３７１世帯のご協力で実施しました。（参加率 37.7％） 

 今回も 12名のお子さんのお手伝いがありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

恵み野西むつみ会 

明るく、楽しい仲間づくりを目指しておりま

す。 ※体験参加をお待ちしております！ 

《８月の行事予定》 

7日(火)  恵老連：第２回理事会 

9 日(木)  恵み野病院納涼盆踊り(病院西駐車場) 

10 日(金)  第１例会 

10 日(金)･11 日(土)  恵み野町連盆踊り大会 

（恵み野中央公園多目的グラウンド 自由参加） 

23 日(木)  第２例会 

～パークゴルフ愛好会～ 

 9 日(木) 漁川パークゴルフ場（カワセミコース） 

24 日(金) 恵庭中央パークゴルフ場 

西むつみ会 会長 髙木 哲男 

6 月資源回収売上報告     《厚生文化部》 

   
6 月 24 日実施 

品  名 回収量 単価 金  額 

新  聞 6,880 ㎏ 4 27,520 

雑  誌 530 ㎏ 2 1,060 

ダンボール 2,070 ㎏ 3 6,210 

雑  紙 300 ㎏ 別途(市奨励金対象）  

牛乳パック 140 ㎏ 5 700 

び  ん 56 本 3 168 

アルミ缶 105 ㎏ 20 2,100 

古  着 90 ㎏ 3 270 

合  計 ¥38,028 

※８月の資源回収は２６日です。 

ご協力お願いします！ 

初心者コース(*^^*) まとめの全体練習は横の列
を意識して！ 
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商店街にラーメン屋登場❣ 

夜はダーツバーのお店が昼にラーメン屋を始め

ました！是非食べてみてください！美味かった

です！麺、スープはもちろんですがトッピング

がいい！黄身がトロっとした煮卵、味のしっか

りついたシナチク、大きな海苔、そしてトロッ

トロの焼豚。どれもおいしくしかもボリューミ

ー。スープの種類も何種類かあるみたいです。

値段は７００円～ぜひ食べてみてくださいよ。 

 

6,7月と雨降りの日が多かったですね(;^ω^) 

こんだけ降ったら８月に降る雨はないですよね。 

どうにか晴れてもらわんことには屋外のイベン

トに支障をきたしますよ。お願いしますよお天道

様(^-^)商店街の通りの花壇は天候不順にも負け

ず頑張って咲き誇っています。 

アナベルはボンボリみたいな 

でかい花を咲かせています。 

皆さん、商店街を歩きましょう！ 

 

 

８月は 26日(日) 17：30～19：30 

今年３回目です。回を重ねるごとに微妙に出

店が増えているのがお判りでしょうか？進

化していますよ晩めし市❢ぜひいろんな店

の味を楽しんでください(^_-)-☆ 

それと毎回、抽選会やってるの知ってます

か？ケンタッキー、コーヒー、ベーグル、プ

リン、雑貨、お食事券等が当たります。さり

げなく高確率で当たるんですよ。 

晩めし市 
 

お食事情報

❢ 

麵屋 板ずり  

 

もう皆さん、知ってますよね(^-^)本格的なネパ

ールカレーを出す店。そのお店が土日限定でビュ

ッフェを始めたんですよ！カレー４種、スープカ

レー、ナン３種、ライスは白米とサフランライス。

さらにサイドメニュー３種、それにサラダ、デザ

ートが９０分食べ放題です(^^♪いろんな種類の

ネパールカレーを少しずつ焼きたてのナンと一緒

に腹イッパイ食べましょう！ 

ランチ 11：00～15：00 ￥1180(小学生以下￥800) 

ﾃﾞｨﾅｰ 16：00～21：00 ￥1480(小学生以下￥980) 

 

マウント エベレスト 

営業時間 11：00～ 

        20：00 

住所 恵み野西 2-2-13 

☎ ２５－８２５３ 

住所 

 恵み野西 6-21-6 

☎２５－９０１５ 

定休日：月末月曜日 

連合町内会 盆踊り 

10,11日の開催です。 

間違わないように 

焼き鳥、焼きそば、ポテト等の出店もありま

す。食べて踊って楽しいひと時を(^^♪ 

第３回えにわ花トリム＆ラン  １９日○日  

今年も恵み野中央公園で赤ちゃん、障がい者 

お年寄りも参加するマラソン大会があります。 

もうエントリーは締切られましたがこの会場 

では子供が遊べる『ふわふわドーム』や飲食 

屋台もあります。楽しく応援できますよ。 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiq2YnbpJLVAhUW4WMKHaRyAYsQjRwIBw&url=http://kaze-sora.com/sozai/summer/8matsuri_roten/1roten.html&psig=AFQjCNGEbDdBjSeTTxIDYa0cOYd8CO0IMw&ust=1500447409703951&cad=rjt


 

《８月の行事予定》  

【注】(青)→青少年育成部 (環)→環境防犯部 (福)→福祉部 (防)→防災部 (厚)→厚生文化部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今年は会場をライトアップ！！ 

 明るく安全になった恵み野公園多目的 

グラウンドへお越しください。 

行  事  名 日   時 備   考 

ラジオ体操（青） 7/25(水)～8/8(水） 恵み野小学校グラウンド 

納涼盆踊り（恵み野町連主催） 10・11 日(金・土) 恵み野中央公園多目的グラウンド 

第３回えにわ花トリム＆ラン支援  19 日(日) ※詳細は回覧をご覧ください。 

防犯パトロール（環） 22 日(水)・23 日(木)  

第 2 回福祉委員会議（福） 24 日(金)13：30～ 西町内会館 

防災カフェ(防) 25 日(土)13：00～ ※詳細は回覧をご覧ください。 

第 2 回西町内会ＰＧ大会(厚) 26 日(日)受付 8：10～ 恵庭中央 PG コース（予備日 9/2） 

資源回収(厚)  26 日(日) 町内全域 

◇◇◇編集後記◇◇◇ 

 夏らしさをあまり感じないまま 8月に入

りました。それでも少し暑さの続いた時期

にアイス食べて、扇風機の風を浴びまくっ

ていたら体調不良に…。冷やしすぎも良く

ないですね。皆さんご注意を^^; 

 さて、今月の回覧の中に、来月開催され

る作品展の申込みについての案内がありま

す。常連さんもご新規さんも申込みお待ち

しています！          （遠） 

 

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 工藤 37－8087 

２・３丁目  武藤 36－6607 松谷 36－7883 

４丁目  
大山 36－7143 

石坂 36－5954 

５丁目  佐野 37－0701 

６丁目  渡井 36－4292 石塚 37－0722 

※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。  

オリジナルキャラクター“あるくん”  

➀ 市内３５か所のまちなか休憩所を歩いて
・ ・ ・

立ち寄る  

➁ 歩くイベントや健康講座に参加する 

スタンプラリー用紙は  
恵み野会館、憩の家、恵み野出
張所、図書館、イトーヨーカ堂、
郷土資料館などにあるよ！  

日時  

場所  恵庭市総合体育館前（屋外）   

―申込みは 8 月 21 日(火)から開始！―  

お笑いコンビ “オクラホマ”さん 

  タレント    “木村愛里”さん 

  

特別  

ゲスト  

定員  

内容  

●申し込み・問い合わせ先：恵庭市保健センター  健康スポーツ課  ☎２５－５７２７  

昨年の健康チャレンジ達成者は延べ 2,067 人。
まちなか休憩所来訪者は 6,600 人以上。今年は、
更にレベルアップしてます。  

「歩くことを通したまちづくり事業」に参加してみませんか？  

スタンプを５つ集めて  

歩く際に便利な“あるくん”景品をゲット！  

第１弾  ７月１日～ ８月３１日 折りたたみボトル 
第２弾  ９月１日～１０月３１日  反射型 LED ライト 
第 1 弾、第 2 弾ともに先着各１，０００人。1 人 1 個限定。 
 
スタンプを集めるには？ 

平成 30 年９月 30 日（日） 

10：00～11：45 

➀ゲストによるトークショー 
➁ゲストと一緒に 2ｋｍウォークラリー 

と集合写真   
※雨天時はウォークラリーのみ中止  

 

ウォークラリーのみ定員先着 100 名    

ビール・焼き鳥・かき氷等、出店

もありますよ☆ 

※詳細は回覧でご確認ください。 


