
“みんなで築く安全・安心な街” 

 

 

 

 

７サークル１１名のご協力を得て                         

春の会館内外清掃、終了しました！  《環境防犯部》 
５月２９日(日)、サークルボラン

ティア１１名と役員１３名、合計２４

名で実施しました。 

 会館内の窓ガラスや高いところなど

の、日頃行き届かない箇所の清掃を重

点的に行い、床のワックスがけも完了

です！ 

花壇の整備もしました。昨年植えた

芝桜も大きく育ち、どのような花壇に

なるか楽しみです(^o^) 

 

6 月 24 日(金) 健康学習会開催    《厚生文化部》 

テーマは『介護で心と体が疲れないために』 
 

今回は保険センターの保険師さんから、介護で心と体が

疲れないために身体的、精神的、経済的な負担とストレス

の解消法について、お茶とお菓子をいただきながらお話を

伺いました。 

参加者の介護体験談などを交え有意義な会になりました。                  
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◆５月資源回収売上報告《厚生文化部》 

５月２２日実施 

品 名  数 量  単価 金 額  

新  聞  7,130kg 4 28,520 

雑  誌  1,000kg 2 2,000 

ダンボール  1,820kg 3 5,460 

雑  紙  440kg 0 

牛乳パック  50kg  5 250 

ビ  ン  60 本  3 180 

アルミ缶  100kg 20 2,000 

古  着  320kg 3 960 

合  計  ￥39,370 

 

＊ご協力頂いたサークル＊ 

（敬称略） 

・囲碁クラブ  

・バレエサークル「リズ」 

・サロン「さわやか」 

・手美友会 

・６年１組会 

・ストレッチ体操    

・大正琴  

 

☆５月２７日(金) 

第２回災害図上訓練(ＤＩＧ)実施 

区長９名、防災部員６名の計１５名参加  

 

 

 

 

 

 

 

☆６月２４日(金)  

避難所運営訓練(Hinanzyo Unei Game＝Ｈ

ＵＧ)を南町内会と合同で実施しました。 

 

《防災部》 

 

 

 

 

☆６月８日(水)、恵望園ボランティアに

６名が参加しました。    《福祉部》 



ゲームにカラオケ、楽しいおしゃべり ～🎵 

平成 28年度『ふれあい昼食会』報告     《福祉部》 

参加人数 

1丁目 
2丁目 3丁目 4丁目 5丁目 

6丁目 

1班 2班 1班 2班 

3日(金) 9日(木) 10日(金) 19日(月) 17日(金) 16日(木) 18日(土) 15日(水) 

30名 25名 11名 33名 30名 20名 21名 29名 

合計 １９９名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

■恵庭駅西口に移動交番設置 

 6 月 15 日から警察車両を拠点とした移動

交番が設置されます。 

 

 

 

■「市民の広場」開催について 

 『除排雪を考える』をテーマに 7 月 21 日

(木)、恵み野会館で開催（恵み野地区）。皆

さんの参加を募っています。市との意見交換

のチャンスです！ 

（事前の申し込みは不要です） 

恵み野西むつみ会 

《７月の行事予定》 

 ２日(土) 西町内会親睦交流会に参加 

 ５日(火) 第１例会 

 ７日(木) 春の女性交流研修会（恵老連主催）

恵み野・島松女性会員対象 

１５日(金) 恵庭市老人福祉スポーツ大会 

       恵庭公園陸上グランド 

２１日(木) 恵み野病院長杯ＰＧ大会 

恵庭中央ＰＧ場 恵み野地区むつみ会会員参加 

２６日(火) 第２例会 

３１日(日) 恵み野夏まつり(すずらん踊り)参加 

新入会者歓迎！例会に体験参加しませんか？ 

西むつみ会 会長 髙木 哲男 

緊急時見守り対応 連絡先 

１丁目   吉田 37－0356  

２・３丁目 武藤 36－6607 松谷 36－7883 

４丁目   大山 36－7143 藤本 36－3692 

５丁目   大山 36－7143 谷川 36－3688 

６丁目   渡井 36－4292 村上 36－3155 

来年もたくさんのご参加をお待ちしています。 

福祉委員の皆さん、お疲れさまでした！！ 

※詳細は、回覧でご確認ください 

親睦交流会 参加受付状況について 

７月２日開催の交流会参加申込み総数は

841 名を数えました。受付種別では、会館

投函 211件、IT化に伴う FAX は 45件、メー

ルは 16件で合計 272 件でした。 

お申込みされた方はお忘れなく、万障繰

り合わせのうえ会場にお越しください!！ 

 



7月と言えば夏祭り。恵み野夏まつりと言えば…雨(泣)去年も一昨年も

雨。去年は前夜祭も雨。どーなってんの(怒)嘆いてもしょうがないの

で今年の祭りは昨年以上の企画を練っています。降るなら降れ！雨に

も負けず楽しい場を提供しますよ(^_-)-☆まだ雨と決まった訳じゃな

いけどネ。もちろん好評だった前夜祭もやりますからね(＾◇＾) 

 

かわら版 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行：恵み野商店会事務局 ℡37-1361 

前夜祭 ７月３０日 土曜日 18：00～20：00  

本祭り ７月３１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 

本祭イベント 

☆連合町内会による「すずらん踊り」 

☆恵庭岳太鼓 

☆子供のダンスパフォーマンス 

☆高校の吹奏楽部の演奏 

☆オープニングはヤッパ「お菓子まき」 

☆会場全体を使った恒例「祭り大捜査線２」 

☆恵庭北高校書道部による路上「書道パフォーマンス」 

☆スケートボード パフォーマンス 

☆これは外せない!「ビンゴゲーム」今年の目玉賞品は○〇〇 

☆会場のあちらこちらで「大道芸」 

そのほかにも、プログラムを作るのが 

大変なくらいイベントを用意してます。 

＊変更の場合もありますんで 

屋台  地域の少年団等の保護者による出店です 

やきとり、フライドポテト、チョコバナナ、かき氷、焼きそば、わたあめ、おやき、ビール、ラーメ

ン、ジュースほかいろいろ！おもちゃ、くじ引きなんかもあるよ。新メニューの『たこ焼き』も！ 

＊会場にはテーブルとイスも用意してありますのでイベントなんかを見ながらたくさん飲み食い

してくださいね。 【問合せ先】恵み野夏祭実行委員会事務局 ℡37-1361 （ピーコック） 

[文書の引用文や注目すべき箇所の要約を

入力してください。テキスト ボックスは

文書のどの位置にも配置できます。抜粋

用テキスト ボックスの書式を変更する

には、[テキスト ボックス ツール] タブ

を使用します。] 

前夜祭（晩めし市） 

昨年初めて開催しました晩めし市。 

スタートから終了まで大雨でした。にも関わ 

らずたくさんのお客さんに来てもらいました。 

なので今年も…商店街のお店２０店以上の逸品を会

場で販売（例：手づくり豚角煮、手刺し焼き鳥、おで

ん、やきそばとか）。持ち帰って晩御飯のオカズにす

るのもよしテーブル、イスが会場にありますのでビア     

ガーデン気分での一杯もよし(*^_^*)子供向け映画も 

くじ引きみたいなお店やゲームもやろう 

かな…とにかく来てね(*^_^*) 

平成２8 年７月号 

第２９回恵み野夏まつり 

フリーマーケット募集!! 

一緒に祭りを盛り上げましょう 

＊出店料：１０００円飲食ダメ 

＊申し込み期限：7/20まで 

＊問合せ先：リスボン 37-4678 



《７月の行事予定》  

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

 

＝恵庭市保健センターよりお知らせ＝ 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行  事  名 日   時 備   考 

親睦交流会 2 日(土)12 時～ 雨天時：3 日(日) 恵み野中央公園多目的グラウンド 

防犯パトロール（環） 6 日(水)・7 日(木)  

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

町内会費 下期分納入（会） 17 日(日)・24 日(日)10：00～12：00 西町内会館事務所（各区長） 

すずらん踊り講習会（町連） 24 日(日)19 時～ 恵み野小学校体育館(恵中より変更) 

夏の公共施設清掃（環） 24 日(日)7 時頃～ 予備日：8 月 7 日(日) 

資源回収(厚)  24 日(日) 町内全域 

ラジオ体操（青） 7/26(火）～8/8(月） 恵み野小学校グラウンド 

恵み野夏祭り（商店会主催）  31 日(日)11 時～17 時 すずらん踊り参加 

◇◇◇編集後記◇◇◇ 

 今年の 6 月も雨が多かったですね(*_*) 

北海道では野外でのイベント開催(運動会

もありましたよね)が始まる時期なので、特

に週末の雨はイタかった…。 

 今月も週末のイベントが盛り沢山です！ 

町内会では２日の親睦交流会、 

そして 31 日は恵み野夏祭りで 

す!(^^)! 

この夏もたくさんの楽しい思い 

出をつくって下さいね☀ （遠） 

    

 

恵庭市では、北海道の平均
と比べて心臓病になる方が
多いという現状があります。 

心筋梗塞や狭心症は、生活
習慣を見直すことにより予
防ができる病気でもありま
す。  

いつまでも健康で元気に過
ごすための生活について、
わかりやすくお伝えします。 

去年の 9 月、恵み野
駅西口すぐ前に開院
された先生です！  

申し込み締め切り：7 月 20 日（水） 

私たちも恵み野西町内会会員です☆  

特 別 会 員 紹 介 

○(医)北楡会 めぐみの歯科  

２丁目２－２  

○ワークスタジオ恵庭  

２丁目２－２  

○洋風居酒屋 とも  

 ２丁目２－６  

○ビューティーバンバン  

 ２丁目２－８  

※順次ご紹介しています。  

下期町内会費の集金 

・募金へのご協力の 

お願い 

 

今月 17 日・24 日 

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

の納入日となってい

ます。 

それまでに、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。 

 

《会計部》  


