
“みんなで築く安全・安心な街” 

 

 

 

 

恵み野商店会主催『第３１回恵み野夏祭り』すずらん踊りに参加 
7 月 29 日(日)に開催さ

れた恵み野夏祭りオープ

ニングのすずらん踊りに、

今年も恵み野町内会連合

会が参加。 

西町内会からは、西むつ

み会 15 名、会員 3 名と役

員 12名の計 30名が参加し、

町連の先頭に立って踊りました。 

8 月 10 日(金)・11 日(土) 納涼盆踊り開催～恵み野町内会連合会主催～ 

 今年も天気に恵まれず、2 日とも霧雨の中での

開催となり、 露店は 2日目のみの出店でした。 

 悪天候にも関わらず、２日間で 291 名の方が

踊りに参加して下さいましてありがとうござい

ました。 

10 日：大人 74 名 子供 62 名 計 136 名 

11 日：大人 48 名 子供 107 名 計 155 名  総計 291 名 

 

恵み野コミュニティスクール・夏休みプログラム報告 
《青少年育成部》 

☆ラジオ体操（恵み野小学校グラウンド）7/25(水)～8/8(水） 
 雨天中止が 1 日あり、１４日の実施で延べ 1,171 名が参加。 

☆夏休み子ども教室（恵み野小学校）7/25(水)～7/28(土) 
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恵み野西町内会に  

かわいい会員さんが仲間入り 

こんにちは 赤ちゃん 
 

西１丁目 

高橋 緋子
あ か ね

 ちゃん  

（8 月３日生まれ） 

健やかなご成長をお祈りします。 

子ども教室科目 

・絵画教室（低学年） ・ピアノ教室 

・おもしろ理科教室 

・紙芝居と絵本読み聞かせ教室 

・折り紙と工作教室  ・百人一首教室 

・アイヌ文様とムックリ教室 

・初級将棋教室   ・オカリナ教室 

 

 



7 月資源回収売上報告     《厚生文化部》 

   
7 月 22 日実施 

品  名 回収量 単価 金  額 

新  聞 7,120 ㎏ 4 28,480 

雑  誌 580 ㎏ 2 1,160 

ダンボール 2,050 ㎏ 3 6,150 

雑  紙 370 ㎏ 別途(市奨励金対象） 

牛乳パック 70 ㎏ 5 350 

び  ん 63 本 3 189 

アルミ缶 95 ㎏ 20 1,900 

古  着 150 ㎏ 3 450 

合  計 ¥38,679 

※９月の資源回収日は２３日です。 

新聞・アルミ缶等、町内会資源回収へのご協力

をお願いします m(__)m 

へ 

8月 24日(金) 第２回福祉委員会議開催 

 出席者 41名。 

 この日は定例の議題の他に、今年度から町内会で取り組

んでいる「見守りプロジェクト」について、福祉委員の皆

さんに協力をお願いするとともに、日頃の活動経験に基づ

く意見を出して頂きました。 

《福祉部》 

8月 25日(土) 防災カフェ開催 

 15 名の参加者が用意されたお茶・コーヒー

を飲みながら、災害に対する各家庭での備えに

ついて考えました。 

《防災部》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

恵み野西むつみ会 

※体験参加をお待ちしております。 

《９月の行事予定》 

6 日(木) 第一例会 

11 日(火) 第 16 回市長杯 PG 大会 本戦 

(恵庭中央パークゴルフ場) 

21 日(金) ・第二例会 

・第 28 回芸能文化実行委員会 

(福祉会館) 

－パークゴルフ愛好会－ 

7 日(金) 漁川パークゴルフ場 

（カワセミコース） 

27 日(木) 恵庭中央パークゴルフ場 

    西むつみ会 会長 髙木 哲男 

 

がんの豆知識 
～前立腺がん患者に朗報～ 

 
 放射線療法で高額な治療費がかかった陽子線

治療が、今年 4 月から健康保険が適用され、安

い費用で出来るようになりました。 

陽子線治療とは、ピンポイントでがんの部分

のみ照射する治療。（従来の放射線治療は、がん

の周辺部も照射し、対象部を突き抜けていた。）  

保険の対象は前立腺がん、頭頚部がん、小児

がん、骨軟部腫瘍(平成 30年 4月現在) 
恵庭がんを考える会   池田 

特 別 会 員 紹 介  

〇日本医療大学 

  ６丁目 17－3  ☎３７－４５２０ 

○恵庭ハイム（学生マンション） 

６丁目 17－5  ☎３６－３５５５ 

〇北海道ハイテクアスリートクラブ 

  北２丁目 12-1  ☎0120-8119-17 
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かわら版 

 

 

【日時】 ２８日○金15：00～19：00 ２９日○土9：00～15：00 

【場所】 恵庭ＲＢパークセンタービル 1Ｆ 

北ガスで扱ってる商品の大展示会!(^^)!ガスコンロ、給湯器の展示会？ 

って思いますよね～それだけじゃないんですよ。水回りや灯油ボイラー 

まで扱ってる。北ガスって社名もう変えてもいいんでない？って突っ込み 

たくなるほど扱ってる商品の幅が広いんです。月々支払いのリースもある 

そう。今回のイベントを利用していろんな相談にのってもらいましょうよ！聞くのはタダ(^_-)-☆それ

と楽しくためになるイベントが目白押し。２９日にはヨガ講座、収納講座、美容体験、マジック＆ジャ

グリング、陶芸市、キッズダンス、ぬりえ、よさこいソーラン、じゃんけん大会…祭りですねこれは(^^

♪北ガスの商品なんかどうだっていいから家族みんなで遊びに行っちゃいましょう！ 

開催日近くになったらチラシが折り込まれるので詳しくはそちらで。   

問合せ先：北ガスジェネックス恵庭  ℡３６-４４２９ 追伸：ホンネは買ってほしいんだよ～(^-^)  

前夜祭(晩めし市)   雨でしたね～時々雨足も強くなったし(-_-;)せっかくの歩行者天国だったの

になぁ～と愚痴りたい(+_+)それでも多くのお客さんが来てくれました❣今回は

２種類の無料抽選会をやりましたが傘をさしたお客さんで長い列ができました。

雨で凹んだ気持ちが解消されましたよ(^_-)-☆ 

           ９月は３０日の開催です 

恵み野夏まつり  前夜祭と打って変わって穏やかな天気の中開催できました。 

気分良し❣町内会のすずらん踊りでスタート。いろんな団体に協力してもらっ 

てます。毎年参加している恵庭北高の書道パフォーマンスも年々観客の輪が増え 

てるし大道芸のヨーヨーのパフォーマーのとこでは自分のヨーヨーを持ってきた 

子供たちがテクニックを教えてもらってました。毎年同じような内容で開催して 

ますが来られるお客さんがそれぞれの楽しみを見つけてくれているみたいです。 

超難しい大捜査ゲームですが今回の参加者３８０人そのうち完全正解者は３５人 

でした。今年の正解率は今までで最高でした。 

◇あっという間の夏… 

 肝心なところで雨の降る８月でしたね(-_-;)７月末の晩め

し市、町内会の盆踊り、お盆…そんな中でも商店会の事業は無

事終えることができました。来てくださったお客さん、手伝っ

てくれた多くの皆さんに感謝です♪ただ９月も１０月もイベ

ントあるのでまだまだお世話になりますけど(^^)v 

『晩めし市』 

は 30 日(日) 

北ガスジェネックス恵庭営業所の催しがありますよ❢ 
 



親睦旅行に参加希望の方は、申込書を町

内会館ポストへ投函してください。  

9 月 10 日締め切りです。お忘れなく！  

《９月の行事予定》  

【注】 (福)→福祉部 (厚)→厚生文化部 (環)→環境防犯部 (防)→防災部 
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場所  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行  事  名 日   時 備   考 

長寿祝い品お届け(福） ９月 1 日から順次 対象：７５歳以上 

第 19 回町内作品展(厚） 8 日(土)・９日(日) 西町内会館、9 時～17 時(2 日目 16 時) 

防犯パトロール(環） 12日(水)・13日(木)  

秋の交通安全街頭啓発運動(環） 21(金)～28 日(金) 役員及び区長・班長 

恵み野町連パークゴルフ大会 23 日(日) 西町内会から代表が参加します。 

資源回収(厚) 23 日(日) 町内全域 

南町内会合同 HUG(防) 26 日(水)14 時～ 恵み野小学校 

西町内会親睦旅行（福） 29 日(土) 要申込（折込み申込書で） 

緊急時見守り対応 連絡先  

担当地区  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。  

 

◇◇◇編集後記◇◇◇ 

 もうすっかり秋ですね…。そろそろ、

暑さを言い訳に動きを最小限度にして過

ごしてきた怠惰な生活を反省して（汗を

かくのが大嫌いなので…^^;）、心を入れ

替えます！  

さて、9 月は「作品展」と 

「親睦旅行」があります。た 

くさんのご来場、ご参加お待 

ちしています。   （遠） 

 

 
平成 30 年９月 7 日（金） 
 18：30 ～ 20：00 
 
恵庭市市民会館  ２階  大会議室  
 
 

「気づいてください あなたの周りの SOS」 

 修道会 本田記念病院  

        副院長  池本真美医師  
 
 
保健センター 保健課までお申込ください 

☎ 25-5700 

 

 

場所  

 

テーマ 

 

申込み  

卓球バレー・レッツ★ロコモ体操・弓道などの無料体験や、抽
選会など楽しいイベント盛りだくさん。（上靴持参） 

ゲスト  

日時  

 

 

日時  平成 30 年 9 月 30 日（日） 
10：00～11：45 

 場所  恵庭市総合体育館前（屋外）   

・楽しく元気になるためのトークショー 
・２ｋｍウォークラリー＆集合写真  
※雨天時は屋内。ウォークラリーのみ中止。 

お笑いコンビ 「オクラホマ」さん 

タレント 「木村愛里」さん 

内容  

健康スポーツ課までお申込下さい。 

☎２５－５７２７  

 

申込み  
問合せ  

～えにわ健康・スポーツフェスティバル～  

「イチオシ！
モーニング」 
出演中   

 

先着 
100 名  

＝会計部より募金等納入のお知らせ＝ 
 

社協会費～１５８，９２５円(９２５件分) 

 

平成 30 年 7 月豪雨災害義援金(日本赤十字社)   

～２０，０００円 
こちらへ投函し

て下さい☆  




