
“みんなで築く安全・安心な街” 

 

 

 

 

新年のご挨拶 

恵み野西町内会会長 武藤光一 

新年あけましておめでとうございます。 

今年は「酉年」（とりどし）です。酉年は、

にわとりが新年一番になく鳥であることか

ら、縁起がいい！と言われています。また

「とり→とりこむ」で、商売にも縁起がよ

い！と言われています。酉年にちなんで、

少しでも縁起が良く、景気も良くなること

を望みたいものです。 

さて今、町内会では、民生児童委員との

連携を強化しています。また、３月には恵

み野地域包括支援センター事務所もヨーカ

ドー向かいに開設予定です。これを機に緊

急時見守り対応のさらなる充実を図ってま

いります。 

 もう一つは、ホームページの開設です。

これにより、町内会活動の発信、会員相互

の交流、文化活動の発表の場、安全・安心

情報の発信などを行っていきます。 

 今年も役員一同が協力して「みんなで築

く安全・安心な街」の実現をめざしてまい

りますので、皆さんのご理解、ご協力をよ

ろしくお願い申し上げます。簡単ではござ

いますが、新年の挨拶とさせていただきま

す。 

 

今年で１３回目 

恵み野小学校で恒例のもちつき大会 

《青少年育成部》 

大雪に見舞われた 12 月 10 日土曜日、コミスク・南町内  

会との共催による恒例のもちつき大会が開催されました。  

あいにくの悪天候にもかかわらず、会場の恵み野小学校  

体育館は児童・保護者など総勢 222 名の参加者で賑わいま  

した。  

 この日ついた 50 ㎏（30 臼分）のもちは、ス 

タッフと子供たちがきな粉もち・磯辺巻・あんこ  

もちにして、みんなでおいしくいただきました。  

今年は恵み野中学校女子ソフトボール部が初参  

加。搗き手として、また終了後のモップ掛け等で  

活躍してくれました。  
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～武藤町内会長 今月の活動予定～ 

６日 むつみ会新年祝賀会/４役会議・編集会議 

８日 町内会会計監査/新成人のつどい 

１５日 国際交流プラザニューイヤーズパーティ 

/町内会定例総会 

２０日 アート・バンク総会 

２２日 恵み野町連総会 

２６日 こすもす保育園読み聞かせ 

２９日 第１回町内会役員会 

 

ご紹介します！ 

 

 昨年、3 年に一度の民生委員児童委員の改選が行われました。任期は平成 28 年 12 月 1 日から

平成 31 年 11 月 30 日です。 

 「緊急時見守り対応連絡先」でもある、恵み野地区 5 名（留任 2 名・新任 3 名）をご紹介します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※担当地区が不明な時は市福祉課（☎33－3131 内線 1211）までお問い合わせください。 

 ※「緊急時見守り対応」は、佐野さん 5丁目のみ、石塚さん 6丁目全域を担当します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

１１月資源回収売上報告《厚生文化部》 

   
11 月 29 日実施 

品  名 回収量 単価 金  額 

新  聞 8,780 ㎏ 4 35,120 

雑  誌 1,950 ㎏ 2 3,900 

ダンボール 2,380 ㎏ 3 7,140 

雑  紙 450 ㎏ 別途(市奨励金対象） 

牛乳パック 70 ㎏ 5 350 

び  ん 50 本 3 150 

アルミ缶 120 ㎏ 20 2,400 

古  着 250 ㎏ 3 750 

合  計 ¥49,810 

※今年も資源回収へのご協力をお願いします。 

私たちも恵み野西町内会会員です☆ 

特 別 会 員 紹 介 

○日本福祉リハビリテーション学院 

 日本医療大学 

６丁目１７－３ 

○恵庭ハイム（ハイテク学生寮） 

６丁目１７－５ 

○医療法人社団 廣人会 

恵み野皮膚科クリニック 

 ６丁目２１－１ 

○あさの歯科医院 

５丁目２２－２ 

※順次ご紹介しています。 

恵み野西むつみ会  

《１月の行事予定》 

 6日(金) 新年交礼会 

     場所：恵み野憩の家 

時間：10：30～14：00 

 

西むつみ会会長 髙木 哲男 

1 丁目担当 

工藤 時恭さん 

☎37－8087 

２丁目と 

３丁目担当 

松谷 善彦さん 

☎36－7883 

４丁目担当 

石坂 節子さん 

☎36－5954 

５丁目と 

６丁目一部担当 

佐野 勝さん 

☎37－0701 

６丁目一部担当 

石塚 耕平さん 

☎37－0722 
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今年の主な予定 

キャンドルナイト 

２月 

 

今年は２月１１日土 17：00～20：00 翌日の日曜日を予備日とします。 

商店街の通りを軒先のお店が各々アイスキャンドルや雪像を作ってロウソクの

灯りで照らすイベント。ハイテクの学生さんにも協力してもらいゲーム、滑り台な

ど子供の遊べる場所も用意する予定です。昨年は霧で音だけの打ち上げ花火

でしたがめげずに今年もうちあげますよ(^^♪ 

晩めし市 

７月 

８月 

ザックリ言うと店主が得意料理を軒先で売るグルメ行事。くじ引きなんかのお

店も(^^)/昨年は早々と売り切れのお店が続出して楽しみにきていただいた皆

さんに迷惑かけました。その反省を生かして今年の晩めし市は益々魅力的に

なります。一昨年は１回、昨年は２回、今年は何回できるかな～ 

恵み野夏祭り 

７月 

下旬 

 

今年で３０回目となります。区切りですがまだ何も考えていません。が、しかし、

回を追うごとに内容が豊富になってきてます。当然昨年より充実するのは間違

いなし。毎年雨だったのも去年は晴れてジンクスを打ち消しましたし(^_-)-☆

町内会の皆さん、学生さん、また協力してね。 

ハロウイン 

１０月 

下旬 

 

商店街のお店が用意したお菓子を子供たちが店を回ってもらう。いろんな仮装

をした子供たちが集まってきます。遊び心のある大人も凝った仮装をしてくれて

賑やかな商店街になります。子供から大人まで楽しめる安心な地域のハロウイ

ンを恵み野商店街で(＾◇＾) 

花壇整備 

ガーデン 

 ギャラリー 

 

昨年で大掛かりな街路整備は完了。今年からの課題は植栽の追加とキレイな

維持管理。商店街の通りを早朝、犬の散歩をしながらゴミ拾いしている人を見

かけました。自分たちの知らないところで地域の皆さんに助けてもらってます。

ありがとうございます。 

歳末現金つかみどりセール 

１２月 

商店街の歳末の行事といえば『現金つかみどり』でしょ(^^)/ 

うちの商店街の福引は当たる確率が高い！…と言われている… 

かわら版 

新年 あけましておめでとうございます。 

いつも恵み野商店会にご協力いただきそれとお店をご利用いただきあり

がとうございます。今年もいろいろな行事で恵み野を楽しくしたいと思って

ます。またこの紙面でお知らせしますね。それと協力のお願いもしますの

でよろしく。冬のイベントのキャンドルナイトが２月１１日(土)開催に決まり

ました。詳しくは２月の瓦版でお知らせするので皆さんその日は空けとい

てね。昨年は多くの事業で天候が良かったんですよ。今年はどうかな～ 

                    恵み野商店会 会長 小笠原 剛 

 



 

納入しました！ 

  

12 月 12 日、皆様からお預かりしていた

歳末たすけあい募金 167,800 円を、恵庭

市共同募金委員会へ納入いたしました。  

ご協力ありがとうございました。  

        《会計部》  

《１月の行事予定》  

【注】(会)→会計部 (厚)→厚生文化部 
 

保健センターから 11 月 2 日に開催された講演内容(一部)の紹介です。詳しくは、恵庭市ホームページをご覧ください。 

 

 

 

元気を目指す高齢者のための食事の準備と食べ方 10 か条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

行  事  名 日   時 備   考 

平成 28年度 決算会計監査(会） 8 日(日)  

平成 29 年度 定例総会 
15 日(日) 14:00～ 

※総会終了後 懇親会       

恵み野会館 

西町内会館 

資源回収(厚) 22 日(日) 町内全域 

第 1 回 役員会議 29 日(日) 14:00～ 町内会役員・区長 

◇◇◇編集後記◇◇◇ 

 12 月の雪には驚かされましたね (◎_◎ ;) 

2 度目の湿った雪には、我が家の除雪機も

大苦戦させられました。この「ふれあい通

信」が皆さんのお手元に届いているころに

は、排雪が入って少しは道路も広がってい

ることとは思いますが、歩く方も車の方も、

時には譲り合いながら気を付けて通行しま

しょうね。      （遠）  

※年末の福引ではﾎﾟｹｯﾄﾃｨｯｼｭ 

5 ヶゲットしました(;’∀ ’)   

   
 

 

1.朝食・昼食・夕食３食をきちんと食べましょう 

2.食欲がなくお粥にした場合、早めにご飯に戻すようにしましょう 

3.主菜（肉・魚・大豆製品・卵のおかず）は、毎食食べましょう 

4.副菜（野菜を中心としたおかずも毎食食べましょう 

5.牛乳・乳製品（ヨーグルト、チーズ等）果物は元気のもと 

6. 油を使った料理も忘れずに 

7. 食事以外の時間にも水分を 1 日コップ 5 杯くらいは飲みましょう 

8. 食べづらい食材には、かくし包丁を入れるなど調理の工夫を 

9. 食欲のない時は、おかずから食べましょう 

10. 月 1 回は、体重を計りましょう 

おうちで作る/介護職クッキング入門(日本医療企画）より  

 

平成 28 年度 第 2 回恵庭市介護予防講演会（講師：日本在宅栄養管理学会 北海道ブロック長 齊藤
さいとう

 郁子
い く こ

 氏） 

シニア世代の元気と活気を食べることから  ～今日の出会いにヒント満載～ 
 
 

 

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 

 

平成 29 年度の 

区長並びに班長の皆さんへのお願い 
 

 区長並びに班長に就任していただき、あ

りがとうございます。これから 1 年間、よ

ろしくお願いします。  

 さて、15 日(日)開催の定例総会が皆さん

の初仕事になります。ご多用のところ恐縮

ですが、出席下さいますようお願いします。 

また、区長さんには翌々週 29 日  

(日)の第 1 回役員会への出席も、重  

ねてお願いします。  

http://www.eniwa-syakyo.or.jp/funds/saimatsu.html

