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１丁目１班 ６月１２日（２８名） １丁目２班  ６月１３日（２８名） 

２丁目  

６月１５日 

（１１名） 

 

４丁目 ６月１４日

（３６名） 

 

６丁目２班 

６月６日（３０名） 

※３丁目は 6 月 29 日に実施。 

写真等は来月掲載予定です。  

５丁目  

６月１９日（１６名） 



恵み野西１丁目マンション建設計画について 
駅前にマンション新築工事が着手されてから既に半年が経過しています。この間住民説明会で会

員の皆さんから寄せられた、貴重な意見は住民説明会や町内会役員等が事業者に直接お伝えしまし

たが、結果的にはセットバックは実現できない残念な結果になりました。 

 理由は、私達町内会がマンションの建設計画を知ったのは既に建築許可が下りた後で、法律的に

問題が無ければ住民の意向だけで事業を止めることは出来ませんし、事業者側も様々な側面から事

業計画を検討した結果の事業ですから、途中で変更するにはリスクがあまりにも大きいとの事であ

りました。 

 町内会としましても、会員皆様の考え方を十分反映されるよう、夫々数十頁に及ぶ「マンション

新築の経過」や「住民説明会会議録」を作成し、様々な手続きの事実確認の為、市役所や指定確認

検査機関、当該土地の売却先等に直接出向き事実確認を行うと共に、恵み野商店会、恵み野北町内

会や恵み野南町内会等と連携を密にし、町内会としては異例の、要望書や質問状を提出するなど、

粘り強い交渉を重ねて参りました。 

 結果は、十分満足のいくものではないかも知れませんが、事業者側も当初の計画より 60 ㎝のセ

ットバック、一階部分のデザインや意匠の工夫、夜間を考慮して照明施設の設置等を実施する他、

管理運営面でもとかく共同住宅で問題の多い、ごみ排出方法や場所について改善する旨回答を頂い

ています。 

 私達は今回の問題で二つの事を学びました。恵み野は開発から 40 年以上経過し、住民の努力で

素晴らしい「まち」となりましたが、時代・社会が大きく変化していく中で、新興住宅地から成熟

期に入った住宅地になっています。 

一つ目は、現行の都市計画で、建物の用途や高さがマッチしているか早急に検証する必要があり

ます。 

二つ目は、従前の紳士協定的なセットバックが禍根を残す結果となった事から、法律的な制限が

ある建築協定を検討する必要があると思います。 

 いずれの問題も、周辺への影響や私有財産の制限等を含む、地域の大きな課題ですので地域住民

を含めた検討の場を設ける必要があると思います。 

 この素晴らしい「恵み野」をさらに暮らしやすい「まち」にするため、これからも会員の皆様が、

町内会活動に積極的に参加されますようお願い致します。 

－7 月 6 日(土)は令和最初の親睦交流会－ 

 

 

 今年で 21 回目を迎える親睦交流会は 11 時 15 分

受付開始、12時開会予定です。 

 会場では例年通り生ビール引換券を 100円で販売。 

ジュース類は無料です。「光と風の里」の出店もあ

り、焼き鳥等が販売されます。 

 当日受付でもお楽しみ抽選会にノミネート可能

です。ご近所お誘い合わせの上、たくさんのご来場

をお待ちしています。 

※雨天の場合は 7 日(日)に順延となります。 



会館内外清掃を実施しました。 
  

6月 2日(日)町内会役員 13名と会館利用サークルから

のボランティア 9 名による計 21 名で、会館内外の清

掃及び花壇の整備を行いました。 

 

 

 

 

《環境防犯部》 

 

恵望園ボランティア報告 

6 月 12 日(水)の恵望園ボランティアは 6 名で訪問。

洗濯済みのリネン整理等をしました。 

    《福祉部》 

 
 

6 月 21 日(金)、健康学習会を開催 

 恵庭市保健センターから 3 名の

保健師を招き、高齢者の健康づくり

と題して健康教室を開きました。 

参加した 25 名の会員が、保健師

の指導で血圧測定・体力測定を体験。

判りやすい解説を受け、今後の健康

維持のヒントをいただきました。

《厚生文化部》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご協力頂いたサークル（敬称略・順不同） 

・手美友会           ・大正琴  

・６年１組会         ・いきいき老後を支える会 

・ストレッチ体操   ・ムーミンズ 

・カラオケ愛好会   ありがとうございました☆ 

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 
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。 

 

5 月資源回収売上報告     《厚生文化部》 

   
5 月 26 日実施 

品  名 回収量 単価 金  額 

新  聞 6,310 ㎏ 5 31,550 

雑  誌 1,110 ㎏ 3 3,330 

段ボール 1,850 ㎏ 4 7,400 

雑  紙 400 ㎏ 別途(市奨励金対象）  

牛乳パック 40 ㎏ 5 200 

び  ん 51 本 3 153 

ビールケース 1   100 100 

アルミ缶 100 ㎏ 30 3,000 

古  着 220 ㎏ 3 660 

消費税 3,711 

合  計 ¥50,104 

７月の資源回収日は２８日です。 

ご協力をお願いします！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 恵み野西むつみ会 
《７月の行事予定》 

5 日(金) 第１例会・会報第 2 号発行 

6 日(土) 西町内会親睦交流会に参加（盆踊り｢北海盆唄」披露） 

11 日(木) 女性部会 夏の交流研修会 

12 日(金) 市長杯 PG 地区予選会（中央 PG 場） 

18 日(木) 恵庭市老人福祉スポーツ大会(福祉バス⇒恵庭公園陸上グラウンド) 

20日(土) すずらん踊り講習会(恵み野中学校) 

23日(火) むつみ会 

28日(日) 恵み野夏祭り(すずらん踊り披露) 

 
新入会者歓迎！例会に体験参加しませんか？ 

 

―パークゴルフ愛好会― 

4日(木) ルルマップパークゴルフ場   

26日(金) 恵庭中央パークゴルフ場(夏季大会) 

西むつみ会 会長 沖野 菊二  



第 32回 恵み野夏まつり 
 

 

 

☆今回も多くの世代の方々が楽しめるように企画を練ってい 

ます。まだ確定はしていませんが下記の内容で調整しています。 

詳細は祭りの数日前に地域情報誌『ちゃんと』にチラシを 

折り込むのでそれをご覧ください。 

★恵み野連合町内会によるすずらん踊り。恵庭岳太鼓、子供ダンス、高校生による吹奏楽と書道パフォ

ーマンス。専門学校生によるスポーツゲーム、お菓子まき、大道芸、でっかい滑り台、昨年から賞品

のグレードがアップしたビンゴ大会、他いろいろ検討中です。 

メインは『大捜査ゲーム』今年も会場全体を使った謎解きをします。今年も難しいよ～❣ 

★育成団体、商店による屋台が多数♪ 

やきとり、チョコバナナ、ラーメン 

おやき、フライドポテト、焼きそば 

くじびき、ヨーヨー… 

あとは当日お楽しみに(^_-)-☆ 

 

令和元年 7 月 1 日号                      発行：恵み野商店会事務局  

 

 

 

 

 

 

 

商店街で買い物をしようｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 
恵庭市にある３つの商店街が力を合わせた企画です。 

７月１日～３１日まで参加店で 1000 円の利用毎に応募券を渡します。 

それを応募箱に入れると抽選で１万円１０本、５千円２０本、 

２千円１００本の商品券が当たります。店頭のポスターが参加店の目印です 

【問合せ】恵庭市商店街連合会  ℡34-1111 

＊今年の晩めし市はより魅力的

になりました。恵み野の商店以外

からの出店も(^^)v 今月はおむ

す び ス ミ ス さ ん 、 島 松 の

Junction さん、あぶかの森さん

のこだわりの 

料理が提供 

されます。 

お楽しみに 

かわら版 

いよいよ夏本番の７月❣恵み野の一大イベントの恵み野夏祭りが

あります。今年で３２回目ですよ(^-^)昭和６３年に第一回を前夜祭、

本祭の両日とも大雨の中開催しました。平成を経て令和の初回が今回

です。恵み野の街も着実に歴史を刻んでいますね。５月、６月はとて

も雨が少なく７月にまとめて降らないか心配ですが祭りは雨でもや

りますからね♪前夜祭、本祭とも皆さん誘い合って来てくださいよ～ 

前夜祭（晩めし市）/ ７月 27日 土曜日 17：30～19：30 

本祭り/ ７月２8日 日曜日 11：00～18：00＊荒天の時は中止 

場所/  ライオン歯科～恵み野交番までの歩道と車道 

フリーマーケット募

集!! 

＊出店料：１０００円 

＊申し込み期限：7/14まで 

＊問合せ先：トモエベーグル 

℡ ２１－９１２９ 



《７月の行事予定》  

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

 

 

第 4回えにわ のボランテイアを募集しています！ 

 

8 月 18 日（日）、恵み野中央公園で「第 4 回えに

わ花トリム＆ラン」が開催されます。大会事務局で

は、この大会に伴うボランテイアを広く募集してい

ます。 

8 月 17 日（土）は会場の設営準備、8 月 18 日（日）

は会場内の運営協力やコース上の選手の誘導等です。

どちらか 1 日だけでも結構です、ご協力をよろしく

お願いいたします。 

ご協力いただける方は、西町内会：吉田までご連

絡をお願いいたします。  

TEL：090-6211-5591 （募集締め切り：7 月 15 日）  

 

 

 

 

 

行  事  名 日   時 備   考 

親睦交流会 6 日(土)12 時～ 雨天時 7 日(日) 恵み野中央公園多目的広場 

防犯パトロール（環） 10 日(水)・11 日(木)  

夏の交通安全街頭啓発運動(環) 11 日(木)～20 日(土) 役員及び区長・班長 

町内会費 下期分納入（会） 14 日(日)・21 日(日)9：00～12：00 西町内会館事務所（各区長） 

ﾄﾞﾗﾝｼｰﾊﾞｰ・発電機訓練（防） 19日(金)17:45～18:15  役員参加 

すずらん踊り講習会（町連） 20 日(土)19 時～ 恵み野中学校体育館 

夏の公共施設清掃（環） 21 日(日)7 時～ 予備日：8 月 4 日(日) 

ラジオ体操（青） 7/26(金）～8/9(金） 恵み野小学校グラウンド 

恵み野夏祭り（商店会主催） 28 日(日)11 時～17 時 11：20～ すずらん踊り参加 

資源回収(厚) 28 日(日) 町内全域 

夏休み子供教室（コミスク） 7/29（月）～8/1（木） 恵み野小学校 

◇◇◇編集後記◇◇◇ 

今年もあと半年ですね。 

たしか 2 月に「生活の中でトキメキが多いのほ

ど時間の流れがゆったりと感じられるらしいの 

で、そのように生きたい」みたいなことを書い 

ていたと思いますが…。あまりときめかなかっ

たようです、私…。やっぱり時のたつが早い 

！（；‘∀’） 

 ですが、7月は親睦交流会や恵みの夏祭りと、 

楽しい行事が続きますのでトキメキが多そうで 

す。北海道の夏はあっという間なので、少しは 

長く感じられるといいなと思います。  (遠) 

トリム&ランの「トリム」とは、

事前にゴール予想タイムを申告

し、ゴール後のタイムとの照合

することで、一番時間差の少な

い方から順位を決める競技です。

車椅子の方はもちろん、ベビー

カーを押しての参加も可能なバ

リアフリーマラソンです。また、

距離スポーツとしてのマラソン

も、個人や家族で楽しむことが

できます。  

下期町内会費の集金・募金への 

ご協力のお願い  

今月は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

入月です。 

班長さんが会員の皆さまのお宅に

お願いに伺いますので、ご協力をお

願いします。 

※全納済みの方は対象外です。 

 《会計部》  

tel:090-6211-5591

