
“みんなで築く安全・安心な街” 

第１８回 親睦交流会に８４１名が参加 
７月３日(日)12：00～ 恵み野中央公園

 

 

 

 

 

天候により翌日に順延 

 

  

開催予定日の２日（土）は午後からの雨が予想され、３日（日）の開催となりました。 

今年新たなプログラムとして、ハイテクノロジー専門学校ドッグトレーナー専攻科の学生

さん達による『ドッグアジェリティ（ドッグラン）』の準備をすすめていましたが、３日が

学園祭開催の為、残念ながら実施することができませんでした。来年に期待！ 

その他のプログラムは全て予定時間内に終えることができました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

《来場者数》                単位：名 

 

 

 

 

丁目 １ ２ ３ ４ ５ ６ 計 

大人 110 32 77 167 103 183 672 

子供 41 8 15 33 17 28 142 

計 151 40 92 200 120 211 814 

ご来賓   13 名  

 

＝出演・協力＝ 

(敬称略) 

・恵庭岳太鼓・西むつみ

会・エニワン・サッポロ

ビール・細川電気・恵庭

市保健センター  
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３日は他イベントの予定が

入っていたため、順延の場合

は出演が危ぶまれていた恵庭

岳太鼓さんでしたが、合間の

時間を割いての出演で開会式

を盛り上げてくださいました。 

 

保健センターさんのご協力

により、受付テント横に「健

康相談コーナー」を開設！  

保健師２名が血圧測定等を

実施し、希望者の健康につい

ての悩みや質問に答えてくだ

さいました。  

来年の親睦交流会も皆さ

んにより楽しんでいただけ

るようにと、７月１５日の

正副部長会議では、今回の

運営における反省点などを

話し合いました。 

 

当日は朝の会場設営から

各コーナー・プログラムの

運営、終了後の撤収作業に

至るまで、多くの有志区長

さんにお手伝いしていただ

きました。  

本当にありがとうござい

ました m(__)m 



～～～７月の活動報告～～～ 

《環境防犯部》 

◆夏の交通安全街頭指導  １１日(月)～２０日(水)  

 岡田医院前交差点および道道江別恵庭線セブンイレブン前交差点（恵み野里美１）の２

か所で実施しました。岡田医院前交差点での指導においては、区長・班長さんにもご協力

いただきました。 

◆ 夏の公共施設清掃  ２４日(日) 

 大人４５５名、子供３１名のご協力をいただきました。ありがとうございました!(^^)! 

次回、秋の公共施設清掃は１０月末を予定しております。冬を迎える前の今年最後の清

掃活動に多くのご参加をお願いいたします。 

 

《恵み野町連》 

◆すずらん踊り講習会  ２４日(日)   

恵み野小学校体育館で『恵み野夏祭り』（３１日(日)）に向けて

の講習会が開催されました。 

 西町内会からは、８名が参加しました。 
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恵み野西むつみ会 

 《８月の行事予定》 

5 日(金) ･第１例会（恵み野憩の家） 

13 日(土)･14 日(日) 

     ･恵み野町連盆踊り大会 

    （恵み野中央公園多目的グラウンド） 

23 日(火)  ･第２例会（恵み野憩の家） 

30 日(火) ・石狩管内小ブロック研修会 

(恵老連主催：恵庭市民会館) 

※月 2回の例会に体験的に参加してみませんか 

お待ちしております!(^^)! 
 

西むつみ会 会長 髙木 哲男 

◆６月資源回収売上報告《厚生文化部》 

６月２６日実施 

品 名 数 量 単価 金 額 

新  聞 7,340kg 4 29,360 

雑  誌 1,330kg 2 2,660 

ダンボール 1,930kg 3 5,790 

雑  紙 290kg 別途(市奨励金) 

牛乳パック 60kg  5 300 

ビ  ン 63 本 3 204 

アルミ缶 120kg 20 2,400 

古  着 200kg 3 600 

合  計 ￥41,314 

 

緊急時見守り対応 連絡先 

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 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 

※新たに民生委員となりました工藤時

恭さんが１丁目の担当になりました。 

私たちも恵み野西町内会会員です☆ 

特 別 会 員 紹 介 

○ジケイ・スペース（株） 

２丁目２－１１ 

○つぼ八 恵み野店 

２丁目２－１４ 

○恵み野耳鼻咽喉科クリニック 

 ２丁目２－１６ 

○めぐみの駅前調剤薬局 

 ２丁目２－１６ 

※順次ご紹介しています。 



 

 
 

かわら版 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

発行：恵み野商店会事務局 ℡37-1361 平成 28 年 8 月号 

やすらぎストリートで 七夕  

ライオン歯科～交番までの通りの 

両側の歩道を七夕に合わせて灯篭 

で飾ります。これが凝ってますよ！ 

アンパンマンなどのキャラクター、 

植物の自作絵柄、詩、などこの通りの店主たちの想いの

こもった手作り灯篭で照らされます。店主たちの力作、

センス？をぜひ見に来てくださいね。また笹飾りも飾っ

てあります。短冊を用意してありますので願い事を書い

てってください。昨年、願い事を書いた人はけっこう願

いをかなえられたらしいですよ(^_-)-☆ 

【日時】８月７日（日）  

１７：３０～２０：００ 

天気が悪い場合は 

翌日の８日（月）になります 

第３回恵み野商店会 

 

８月２８日（日）夕方 

今まで夏祭りの前夜祭として 

開催してきた『晩めし市』が単独事業に！ 

商店街の逸品を店前で販売します。ビアガーデ

ンってイメージかな。くじ引き等もあり家族で

たのしくおいしく(#^.^#)また８月は昨年頂い

た環境デザイン賞の『恵み野商店街ガーデンギ

ャラリープラン』の基礎整備が完了。国土交通

大臣賞のプレートの除幕式もこのイベントの

中でやります。みなさん来てくださいね。まだ

夏祭りの準備に追われて何もきまってません。

そのうちポスター、チラシでお知らせしますの

で２８日の夕方は開けといてネ 

夏真っ盛りの８月 今月もこの街ではいろんな催しがあります。今回の

かわら版では商店会が直接かかわってはいないけどお付き合いのある団

体の催しも含めて紹介します。恵み野の街っていいですね いろんな人た

ちがこの地で楽しませてくれる(^^♪ 今月はオリンピックもありますし

♪恵み野に本拠を置くハイテク AC の福島千里さんも出場します！楽しい

ことがいっぱいの恵み野ですよ!(^^)! 

パブリックビューイングで 

 

 

100ｍ予選 13(土)10：00 

準決勝 14(日) 8：30 

 決勝 14(日)10：00 

200ｍ予選 15(月)21：00 

  準決勝 17(水)9：30 

   決勝 18(木)10：00 

＊時刻は開場時間です 

場所 100ｍ：ハイテクアリーナ/200ｍ：ハイテク８階建て校舎 

問合せ先 恵庭市 健康スポーツ課 ℡ ３６－００３３ 

みんなで福島千里選手を応援しよう‼ 

 

８月２１日に恵み野中央公園で開催 

スピードを競うのではなくそれぞれが自分の

タイムを決めて楽しく走る大会です。 

もう参加申し込みは終わりましたが会場では

ふわふわ遊具もあり家族で応援に行ってはい

かがでしょうか!(^^)!コスプレ参加者もいそう 

【問合せ先】    なので楽しめそうですよ。 

大会事務局パーフェクトパートナー(株) ℡36-2000 

『晩めし市』 

第１回 えにわ花トリム＆ラン 

13,14 は多目的ｸﾞﾗﾝﾄﾞで連合町内会の盆踊り 

焼き鳥、やきそば等の屋台 

も出店して楽しいですよ♪ 

みんなで踊るよ!(^^)! 



《８月の行事予定》  

【注】(青)→青少年育成部 (環)→環境防犯部 (福)→福祉部 (厚)→厚生文化部 

 

 

９月に保健センターで２つの講演会があります。ぜひご来場ください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●申し込み・問い合わせ先    

恵庭市保健センター ☎３７－４１２１（平日８：４５～１７：１５）  

 

 

行  事  名 日   時 備   考 

ラジオ体操（青） 7/26(火）～9 日(火） 恵み野小学校グラウンド 

納涼盆踊り（恵み野町連主催） 13・14 日(土・日) 恵み野中央公園多目的グラウンド 

防犯パトロール（環） 24 日(水)・25 日(木)  

第 2 回福祉委員会議（福） 26 日(金)13：30～ 西町内会館 

第 2 回パークゴルフ大会（厚） 28 日(日) 詳細は回覧をご覧ください。 

資源回収(厚)  28 日(日) 町内全域 

◇◇◇編集後記◇◇◇ 

 夏休みの朝といえば『ラジオ体操』！ 

9 日(火)まで、恵み野小学校グラウンドで

実施しています。 

早起きして、お友達を誘って元気に朝

を迎えましょう！！大人の方 

も歓迎です。１日の始まりに 

体を動かすのって良いもので 

すよ!(^^)!     （遠） 

  

屋台も出ますよ！  

こころの健康づくり講演会  

 

 
 

平成２８年９月１６日（金） 18：30～２0：00 

●メンタルヘルス（うつ病・気分障がい

等）の現状●うつ病があっても元気に働

けるために～リワーク（復職支援）につい

て～ 

講師：さっぽろ駅前クリニック  理事長  

        横山 太
も と

範
のり

 氏  

～環境防犯部より～  

 
 愛犬との散歩や健康のためのウォーキン

グを日課とされている方のご協力をお願い

しています。 

 腕に「防犯」の腕章を付けて頂くだけで、

時刻・コースは各自におまかせします。 

 現在、１８名の方が活躍中です。 

《連絡先》環境防犯部部長 陣内 

     ℡37—3243，080-1867-6935 

恵庭市の街づくりに参加しませんか 

これからの公園樹木の在り方を市と住民

が一緒に考えるための「公園ワークショッ

プ」が恵み野西会館およびチビッコ公園に

て開催されます。詳細は回覧をご覧くださ

い。  

 8 月 25 日(木) 15：00～17：00 

 ※参加申し込みが必要です。  


