
“みんなで築く安全・安心な街” 

新一年生も元気に登校(^O^) 

春の交通安全街頭指導実施 
４月６日(木)～１４日(金)《環境防犯部》 

 

 

 

新入学児童の皆さんへ、 

町内会から文房具セットと入学祝金を届けました 
 

入学式を控えた４月３日(月)、各地区担当役

員が児童１５名の家庭を訪問し、恵み野西町内

会慶祝金の規定による入学祝金と厚生文化部が

用意した祝い品（文房具セット）を届けました。 

４月のふれあい通信では１４名の新入学児童を

ご紹介しました。その後、２丁目に転入した青

柳恵一郎（あおやなぎ けいいちろう）くんも

恵み野小学校へ入学し、本年度の西町内会の新

入学児童は１５名になりました。 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ♪ 
 

前川 智洋
ともひろ

 くん   

      （３月８日生まれ） 
 

 

 

 

 

 

 

智洋くんが健やかに成長されますように、

“安全・安心な街”づくりに取り組んでま

いります。 

 

 

 

恵望園ボランティア報告 《福祉部》 

4 月 12 日（水）、福祉委員と西町内会会員

さんの計８名で参加しました。 

先だって、恵望園さんから清拭用の布が不

足していると聞き、福祉委員・ボランティア

の会員さんが持ち寄った布をこの日に届けま

した。 

次回ボランティアは６月１４日です。  
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・クリアファイル  ・ノート  

・鉛筆 ・消しゴム ・スティックのり 

交番前 

岡田医院前 



 来る７月１日土曜日に開催予定の「恵み野西町内会 第１９回親睦交流会」

で場内アナウンスのお手伝いをしていただける、中学・高校生の女子学生を

複数募集しています。 

当日、または悪天候の場合の予備日（２日、日曜日）の１０時～１５時頃、

親睦交流会会場（恵み野中央公園グラウンド）で、交流会のプログラム進行

を、用意した進行原稿に基づき会場案内をしていただきます。なお、町内会

担当役員がサポートしますので、お友達と奮って応募してください！ 

 ■応募・問い合わせは下記までお願いします 

  ＦＡＸ：３７－０４８６ 

メール：megumino-nishi@topaz.plala.or.jp 

  電 話：０９０－６６９４－５６１８（総務副部長 宮田） 

※ＦＡＸ・メールでのご応募の際は、お名前・学校名・学年・連絡先電話番号をお知らせください。 

ご応募・質問 お待ちしています！ 

カラオケＬＤをお譲りします 

 先月ご報告した、音響機器の入れ替えによって、町内会

所有のカラオケレーザーディスクの使用ができなくなりま

した。ＬＤプレイヤーをお持ちでご希望の方がいらっしゃ

いましたらお譲りします。 

 お問い合わせは、総務部長 大山（☎３６－７１４３） 

までお願いします。 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

恵み野西むつみ会 

 新年度に武藤光一様(西町内会会長)、斉藤キ

ヨ子様、三根栄蔵様、谷内啓子様が入会されま

した。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。 

《５月の行事予定》 

9日(火) 観桜会（第一例会）  

25日(木) 第二例会 

30日(火) 健康ウォーキング 

(恵み野公園集合) 

 

―パークゴルフ愛好会― 

2日(月) 恵庭中央パークゴルフ場 

17日(火) 漁川パークゴルフ場 

（カワセミコース） 

      

西むつみ会 会長 髙木哲男 

３月資源回収売上報告《厚生文化部》 

   
３月２６日実施 

品  名 回収量 単価 金  額 

新  聞 8,040 ㎏ 4 32,160 

雑  誌 680 ㎏ 2 1,360 

ダンボール 2,500 ㎏ 3 7,500 

雑  紙 320 ㎏ 別途(市奨励金対象） 

牛乳パック 100 ㎏ 5 500 

び  ん 65 本 3 195 

アルミ缶 85 ㎏ 20 1,700 

古  着 140 ㎏ 3 420 

合  計 ¥43,835 

※先月、平成２８年度後期分の資源回収奨励金

の申請をしました。 

 回収総重量：７２００７．４ｋｇ 

  請 求 額：２２３，８００円 

今月２８日の回収日も、ご協力をお願いします。 

http://2.bp.blogspot.com/-JLR9Mji0ZqY/WIHlDHESamI/AAAAAAABBMs/Vxvvopao5KYLN3OS421rix466WxIZZz7gCLcB/s800/job_uguisujou_sports_girl.png
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恵み野商店会も加入 花協（美しい恵み野花の街づくり推進協議会）よりお知らせ 

花の街づくりを通じて豊かな文化と生活の向上に 

寄与することを目的とした会です。恵み野の各町内会、 

小中学校、専門学校等 12団体が加入してます。 

主な活動は恵み野千人植え。多くの人たちで花を 

植える活動(街に愛着心を持つ人を育てる活動かな)。 

町内会も学校も商店もそれぞれが花を植えて街を 

魅力的にしてます。商店会のガーデンギャラリーも 

その活動の一環だと思っています。 

＊花の購入代に使う為、広く寄付を募ってます。 

募金箱設置店…きゃろっと、中原整骨院、ピーコック 

   《問合せ先》３６－４５６１ きゃろっと 内倉 

 

かわら版 

寒かったり暖かかったりの繰り返

しですが日々、花の季節が近づいてきまし

たね。恵み野の商店街は主に 3 つのストリ

ートで構成されてます。そして各ストリー

トで通りを魅力的にしようと活動している

団体がそれぞれにあります。今月号はその

団体の情報をお伝えしますね(*^^*) 

交番 

恵み野駅 

さっしん～パチンコ屋さん前の通りを 

『ふれあいストリート』と命名しました 

5 月下旬に花を植える予定です。 

私達の街、恵み野の通りを一緒に

綺麗にして下さい。 

「慌ただしい駅への行き帰りに、

通りの花を眺め“ホッ”と一息」

春！花の季節です. わたしたち

恵み野のやすらぎストリート（ラ

イオン歯科から交番まで）は５月

２７日（土）に一斉に花を植えよ

うと計画しています。恵み野にお

住まいの方で花植えをお手伝いで

きる方を探しています。わたした

ちの街, 恵み野を花で満たしま

しょう。よし！やってやると思っ

た方は５月２７日恵み野郵便局の

前に８時、シャベルをもって大集

合！わからないことがあれば ⇒ 

３６-３９５７（てぶくろ）まで 

 

やすらぎ 

ｽﾄﾘｰﾄよ

り 

今年のストリート

祭は 6 月 17 日(土) 

雨天の場合は翌日

です。そこでフリー

マーケットの出店

者を募集してます。 

★プロ 2000 円 

★個人 500 円 

バンド、大道芸等の

芸達者な人も募集

してます。 

問合先：きゃろっと 

℡36－4561 

花さんぽｽﾄﾘｰﾄより 

《活動内容》 

『恵み野千人植え活動』 
☆アジサイいっぱい植え運動 （市民植樹実施） 

 日時 ５月３０日（火）ゴミ 0の日の清掃活動に

合わせて実施 

 場所 恵み野中央公園 日本庭園付近集合 

    スコップ、軍手持参 雨天時は翌週に順延 

☆ふれあい除草（恵み野アスリート花壇の除草） 

＊日時 ５月２１日（日）7：00～雨天時２８日 

＊６月～９月の第 1、第 3木曜日 8：30～9：30 

恵み野北ハイテク駐車場前花壇集合（雨天中止） 

 

参加できる方はご協力お願いします（＾－＾） 

 

 

さいたま市大宮で評判の 

ベーグル屋さん小春日和 

の姉妹店が恵み野商店街に登場(^^♪ 

店名は『トモエベーグル』 

店主は海外や日本中を見て回り行き着いた

先が恵み野。…らしい(^_-)-☆店内の厨房で

一つ一つ手作りで作ってるとのことです。カ

フェも併設されてて焼きたてのベーグルを

店内でゆっくりと食べることができますよ。

５月７日までは全品１０％ＯＦＦ❢ 

住所：恵み野西２－２－１２ 

○営 11：00～18：00○休月曜・火曜 

 

 

噂のお店がプレオープン❕ 
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《５月の行事予定》  

【注】 (厚)→厚生文化部  (環)→環境防犯部  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 恵み野西パークゴルフ同好会は会員の健康づくりと親睦をかね

て、毎月２回の例会を楽しんでいます。  

今年もシーズンを迎え、新しい会員を募集しています。ご希望

の方は下記までお申し込み下さい。  

代表幹事 川本 浩：西６丁目１３－１１ TEL３６―２２１０  

お待ちしています！！ 

 

行  事  名 日   時 備   考 

第 1 回パークゴルフ大会(厚) 14 日(日)8：10～ ※詳細は回覧をご覧ください。 

防犯パトロール（環） 17 日(水)・18 日(木) 防犯パトロール（環） 

春の公共施設清掃（環） 21 日(日)7：00～ 会員の皆さんにご協力お願い致します 

資源回収(厚)  28 日(日) 町内全域 

会館内外清掃、花壇整備（環） 28 日(日)9：30～ 町内会役員、会館使用サークル有志 

◇◇◇編集後記◇◇◇ 

 今年、畑づくりデビューしようと家庭

菜園の本を購入した私ですが…。 

「土づくりは植え付け 

の２か月前までに」って 

もう遅いんじゃない！？ 

(;’∀’) 

今月の印刷を終えたら、 

さっそく取り掛かります 

！！      （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。  

保健センターからのお知らせ 

恵庭市シニア向けポータルサイト  

「ウェルネススペース えにわ」 
開設のお知らせ  

病気の予防や健康に関する情報の他、恵庭

市が取り組むいきいき百歳体操やスポーツ、

観光情報、ボランティア活動などの情報を集

めて、掲載しています。  

このサイトを利用して、社会参加や仲間作

りの機会を増やし、健康的な生活を送りまし

ょう。  

アドレス  

http://www.wellness-e.jp 

平成２９年度  第１回 

恵庭市介護予防講演会のお知らせ 
 
テーマ  

「家族が認知症になったら  

～医療につなげるタイミング」  

講 師 

江別すずらん病院認知症疾患医療センター 

澤田 萌 主任看護師  

日 時 平成２９年６月１２日  

    10：00～11：30 

会 場 恵庭市保健センター  多目的ホール  

申 込 電話 37-4121 

          ぜひご参加ください  

 

http://www.wellness-e.jp/

