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今年最後の公共施設清掃と交通安全街頭指導を無事終えました。 

☆秋の公共施設清掃 

お天気に恵まれた１１月１日(日)、子供達を含

む４８１名の会員さんにご協力いただき実施しま

した。 

今年は新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、

５月に予定していた「春の公共施設清掃」を中止

しましたが、７月、１１月の清掃は実施すること

が出来ました。参加の会員さんには、マスクの着

用や会話を控えるなどのお願いにもご協力して頂

きまして、ありがとうございました。 

☆冬の交通安全街頭指導 

冬の「全国交通安全運動」に伴い、１１月１３

日(金)から２０日(金)の間の登校日に岡田病院と

恵み野交番前の交差点で、朝 7：30 から約 30 分間

通学児童への街頭指導を実施しました。 

今回は、５・６丁目の区長さんと班長さんのご

協力で実施しました。早朝の肌寒い中にもかかわ

らず、「おはようございます」「行ってらっしゃい」

の元気な声を掛けながらの交通誘導、ありがとう

ございました。 

《環境防犯部》 

第３回 福祉委員会議を開催 
１１月１３日(金)、会場を町内会館から恵

み野会館に移して開催しました。 

参加した３５名の福祉委員には入室前の検

温及び手指の消毒やマスク着用をお願いし、

広いスペースで席間を充分に取り、新型コロ

ナウイルス感染症対策に努めました。 

「来年の活動について」の議題では、今年

やむなく中止した「ふれあい昼食会」の安全

な実施方法について話し合い、感染状況を見

ながら実施に向けて検討する方針で一致しま

した。 

 《福祉部》 

第３回 福祉委員会議次第 

１．開会 

２．会長挨拶 

３．協議事項 

 ア．今年の活動について 

 イ．来年の活動について 

 ウ．その他 

 長寿祝い品の対象者について                                                                                                                 

４．福祉委員の確認 

退任：佐藤 記代子さん １丁目１班 

大谷 紀子さん  ２丁目班長 

※ありがとうございます、お疲れ様でした。 

 



恵み野西むつみ会 
《１２月の行事予定》 

全道老人クラブ大会、第１例会、 

コミスク主催 餅つき大会、忘年会 

※以上の予定していた行事は中止になりま

した。 

 

 

         西むつみ会     

 会長  沖野 菊二  

避難行動要支援者名簿受理について 
 恵庭市の避難行動要支援者制度は、災害発生の際に自力での避

難が困難な人で、特に支援を必要とする人（避難行動要支援者）

の名簿を作成し、災害時の安全確認や避難支援に役立てます。  

この避難行動支援者名簿に掲載された人のうち、平常時からの

名簿情報の提供に同意した人については、避難支援等関係者（右

表参照）に名簿が提供され、日頃からの地域での見守りや支え合

い活動に活用されます。 

※災害時には名簿情報の提供について、同意の有無に関係なく提供され

ます。 

恵み野西町内会では２４名の恵み野西住民の名簿提供を受理しています。その際には、目

的外利用や名簿情報にかかる守秘義務の厳守など、個人情報の適正な取り扱いに関する覚書

を締結しています。 

この名簿の提供を受け、町内会役員と地区の民生児童委員が協力し、日頃からの見守り活

動や声掛け活動に活用されることで、一層地域の皆様の生活の安定を目指して行きたいと思

います。 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難支援等関係者 

●消防機関  

●警察機関  

●民生・児童委員  

●社会福祉協議会  

●町内会・自治会  

 

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 

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。  

急を要すると感じた時はご連絡ください。 
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年末の団欒には恵み野の飲食店のオードブルを♪ 
＊全店『えにわんチケット』使えます   ＊価格は全店、税込です 

縁び  ℡２５－３３１１  予約は１５日まで 

年末オードブル４人前６５００円２人前３２５０円 

★写真は４人前です。容器の直径は約 43 センチ。ボリューミー♪ 

真ん中は海鮮チラシ。そしてザンギ、エビチリ、ブリ大根、プルコギ 

キーマカレーのマカロニサラダ等１５品。お店で１年間お客さんに 

提供した中で特に好評だったものだけ入れてます。お飾りの料理はなく 

完食できます♪もちろんすべて手作りです。Xmas オードブルもあるよ❣ 

イタリア酒場 宙  ℡３６－１２３４   予約は２８日まで 

おせち風オードブル１人前３９８０円（２人前からの予約） 

★題してイタリアンと和食の競演♪ワタリガニのグラタン、牡蠣のみそ焼  

もち豚のパイ包み焼、道産牛のロースト、ピッツァマルゲリータ等１８品  

彩がとてもいいから食卓が華やかになります(^o^) 
ひと手間加えた料理ばかりですよ♪当然すべて手作りだし❣ 

＊今年は豪華おせちも予約受付中。外寸 24 センチの３段重ねのお重に 

和洋中の料理が計 32 品(^o^)４人前３００００円 豪華ですよ～★ 

小ばちゃん 恵み野店   ℡３６－２２６６  もっと豪華になるよ↓ 

年末お寿司盛り合わせ 内容、価格はお電話で確認してください 

★この原稿を作ってる時点では内容、価格の詳細は決まってません。 

ですが是非紹介したい❣ 今年から握りずしがメニューに入り徐々に 

看板メニューになりました。なぜか？２５年お寿司屋で腕を磨いた板さんが 

働き始めたからです♪表現の仕方がおかしいけど『握ったお寿司』 

なんですよ～昔はこんなだったよな～お寿司って贅沢品だったな～と思える。  

だから年末の〆には食べてほしい。北海道の大みそかはお寿司だよ(#^.^#) 

＊１２月は小ばちゃんザンギも入ってるオードブルも♪ 

かわら版 

毎年恒例の歳末現金つかみ取りセールですがコロナ

感染拡大のため今回の開催は中止となりました。 
どのような開催のやりかたなら安心かとか色々考えたのですがいい案が浮かび

ませんでした。皆様への報告が遅くなったこと、申し訳ありませんでした。  

今年一年、恵み野商店会 特に飲食店においてはたいへんな辛い一年でした。

そんな中でもテイクアウト等を取り入れたりと頑張ってきました。そしてそれ

を利用してくれ応援してくれた皆様にはホント感謝しています。ありがとうご

ざいました。年末もオードブル等の予約をよろしくお願いいたします。  

中止    



《１２月の行事予定》  

【注】(環)→環境防犯部 (厚)→厚生文化部  

恵庭市の新型コロナウイルス感染症の感染者数と町内会行事の開催方法の変更について 

 １０月中旬以降、北海道において新型コロナウイルス感染症への感染者が急激に増加して

います。１０月２８日には警戒ステージを１から２に上げ、集中対策期間として対応。しか

し、その後も感染拡大が続き、１１月７日に警戒ステージ３への再引き上げを行いましたが、

拡大に歯止めがかからず、期間を再延期するなど感染拡大防止に全力をあげています。 

 恵庭市でも１０月末から感染者が増加し、１１月２６日現在の感染者合計は４５名です。

特に１１月に入り急増し、３１名の感染者が確認されています。  

 このような状況を考慮し、町内会

としましても急遽検討会議を開き、

１２月に予定されていた役員選考委

員会及び役員会議の開催を文書によ

る開催に変更することと致しました。

（選考委員の皆様には後日文書を交

付させて頂きます。） 

 また、１月に開催予定の定例総会

や役員会議・班長会議も感染状況を

注視しながら適切に判断して参りた

いと思います。 

  

 

 

 

 

行  事  名 日   時 備   考 

防犯パトロール(環） 2 日(水）・3 日(木)  

役員選考委員会 6 日(日)10：00～ ※文書による開催 

第 3 回 役員会議 12 日(土)10：00～ ※文書による開催 

資源回収(厚) 27 日(日） 町内全域 

◇◇◇編集後記◇◇◇ 

今年は新型コロナウイルス感染症に始

まり、このまま来年へ持ち越してしまい

そうですね…。流行語対象のノミネート

語もコロナ関連の言葉が多いようで辟易

ですが、父と猫と過ごす毎日はそれなり

に楽しく、今はこの「普通」な日常を大

切に、笑って新しい年を  

迎えようと思います。  

とりあえず、明日から  

年賀状書いて、少しづつ  

大掃除でも始めようか^^; 

(遠）  

１０月資源回収報告    《厚生文化部》 

10 月 25 日実施 

品  名  回収量  単価  金  額  

新  聞  5,250 ㎏ 5 26,250 

雑  誌  600 ㎏ 3 1,800 

段ボール 1,710 ㎏ 4 6,840 

雑  紙  380 ㎏ 別途 (市奨励金対象） 

牛乳パック 90 ㎏ 5 450 

び  ん 32 本 3 96 

アルミ缶  140 ㎏ 30 4,200 

古  着  120 ㎏ 1 120 

消費税  3,975 

合  計  ¥43,731 

※今年最後の資源回収は１２月２７日です。 

 ご協力お願いします。  

 

 

《令和３年１月に予定している主な行事》 

１０日(日) 定例総会(恵み野会館活動室 10：00～) 令和３年度役員・区長・班長  

１７日(日) 第１回役員会議(恵み野会館活動室 10：00～) 役員・区長。 

２４日(日) 第１回班長会議(恵み野会館活動室 10：00～) 役員・班長 

 

確定人数 ※11 月 26 日現在  

※保健センターからの「がん検診について

のお知らせ」は 2 面に掲載しています。  


