
“みんなで築く安全・安心な街” 

 

 

 

恵み野小学校児童たちの     
 

ラジオ体操 

7 月 26 日(火)～8 月 9 日(火) 

恵み野小学校グラウンド  

 

前半は悪天候の日が多く、雨のため 3 日

中止となり、実施したのは 12 日でした。 

今年はご高齢の方も多く、参加者は朝の

清々しい空気を胸いっぱいに吸って、気持ちよく全身を動かしていました。 

参加人数          （単位：名） 

 幼 児 小学生 中学生以上 計 

延べ人数 71 973 342 1,386 

1 日平均 5.9 81.1 28.5 115.5 

 

 

子ども教室《コミスク主催》 

7 月 26 日(火)～29 日(金) 

恵み野小学校 

 

今年も地域の皆様に講師をお願いして、科学工作や囲碁将棋・絵

画・音楽(ピアノ・オカリナ)・折り紙等の全 12 教室が開催され、

延べ 244 名の児童が参加しました。 

 

 

 

 

◆第２９回恵み野夏祭り  

－恵み野商店会主催 7 月 24 日(日)－ 

恵み野４町内会が参加 

する祭りオープニングの 

すずらん踊りに、西町内 

会からは『西むつみ会』 

を中心に２２名が参加し 

ました。 

 

今年は３年ぶ 

りに雨に濡れる 

ことなく、踊るこ

とが出来ました 

(*^^)v 

◆納涼盆踊り 

  －恵み野４町連主催  

8 月 13 日(土)・14 日（日）－ 

 今年は天候に恵まれ、両日ともに盛大に

実施されました。 

２日間で延べ５８７名（子供４４９名・

大人１３８名）の方が踊りに参加して下さ

いました。 
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期間中、参加してくれたお子さ

んには、８月８日・９日の２日間

で参加賞を配布しました。 

 

 

ラジオ体操終了後

にペタンクを楽し

む子供たち(*^^)v 

７月 26.27 日の絵画

教室の様子 



未来の「ちびっこ公園」を思い描く 

恵庭市 公園ワークショップ２０１６（恵み野西地区）開催 
８月２５日(木)15：00～ 西町内会館及びちびっこ公園《恵庭市建設部》 

 

 恵み野地区で初めて開かれた「公園ワークショップ」に 

１７名が参加しました。 

 まずは、町内会館において、今回のワークショップの目的・

すすめ方等、全般の説明を受けた後、ちびっこ公園へ移動。

そこで樹木医から、公園内の樹木について専門的観点からの

説明を受け、現状と問題点を確認しました。 

 その後、会館に戻って４班にわかれて「どのような公園に

したいか」「大切にしたいことや課題」「理想の公園を実現さ

せるためには？」等について意見を交換し公園の未来予想図

を取りまとめ、各班が発表しました。 

 

 

 

 

 

 

 

※８月２１日(日)恵み野中央公園で第１回えにわ花ト 

リム＆ランが開催されました。当日は西町内会から 

１０名が大会をサポートしました。 

 

 

 

 

※８月２６日(金)第２回福祉委員会議は３４名が出席。 

長寿祝い品の配布について協議しました。 《福祉部》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

恵み野西むつみ会 

《９月の行事予定》 

１日(木) 日帰り研修旅行（芸能文化部企画） 

     南幌温泉ハートアンドハート 

     ９：００出発  

７日(水) 第１例会（恵み野憩の家） 

     出前講座予定 

１１日(日) 健康ウォーキング（保健体育部企画） 

      西町内会作品展会場～道の駅 往復 

２７日(火) 第２例会（恵み野憩の家） 

      西むつみ会 会長 髙木 哲男 

 

◆７月資源回収売上報告《厚生文化部》 

７月２４日実施 

品 名 数 量 単価 金 額 

新  聞 8,670kg 4 34,680 

雑  誌 1,260kg 2 2,520 

ダンボール 2,150kg 3 6,450 

雑  紙 420kg 別途(市奨励金対象)  

牛乳パック 50kg  5 250 

ビ  ン 65 本 3 195 

アルミ缶 110kg 20 2,200 

古  着 120kg 3 360 

合  計 ￥46,655 

 

私たちも恵み野西町内会会員です☆ 

特 別 会 員 紹 介 

○札幌信用金庫 恵み野支店 

２丁目３－３ 

○(医)北晨会 恵み野病院 

２丁目３－５ 

○セントラルスポーツ(株) 

 ２丁目３－６ 

○パーフェクトパートナー(株) 

 ２丁目２－１４ 

※順次ご紹介しています。 

～今後の流れ(恵庭市の動き)～ 

・１０月頃、今回のワークショップを整理し、ニュースレ

ターでお知らせ 

・１１月頃、ちびっこ公園の整備を実施予定 

 特に、樹高が高く

枯れている大木が

非常に多いことに、

一同驚きをもって

視察終了！ 

 前日と、当日も午後からは
雨でしたが、ランナーがゴー
ルするまでは、降雨もなく無
事終了しました。(#^.^#) 



 夏が終わりました？７月の上旬まで涼しい？寒い？日々が続いていました

がやはり夏は訪れましたね。商店会の夏のイベントも天候に恵まれてにぎわい

ました。準備等で忙しい日々でしたが多くの方々に楽しんでもらって気分よ

し!!街路整備は植栽が少し遅れ気味ですが焦らず徐々にやっていきます。 

 

 

かわら版 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 H24 年から整備してきた商店街の街路も 8 月末

の環境デザイン賞受賞プレート(交番横)の除幕式

でひと区切りとなります。個性的な植樹桝３６か

所、完成したとこもあればこれから植樹をしてグ

レードアップする花壇もあります。年を追うごと

に魅力的で憩える商店街を目指してます。この瓦

版を通して地域の皆様にご協力を求めることも

多々あると思いますが 

その時は暖かいご支援 

をよろしくお願いします。 

発行：恵み野商店会事務局 ℡37-1361 平成 28 年 9 月号 

夏の思い出 
★7/30 晩めし市 ：好天(^^♪ 

             大雨だった昨年に続いて２回目の開催。 

恵庭北高吹奏楽部のパレードでスタート。恵み野初お披露目。お揃いの赤い

ユニフォームがりりしくシャキッとした行進でカッコよかったですよ(^^♪ 

商店主による出店も長い行列のできるブースもあり大好評。お客さんがいっ

ぱい来てくれることが次へのエネルギーになります。 

 

 

 

★7/31 恵み野夏まつり：好天(^^♪ 

３年続けて雨の中の開催だったのが今年は降らず!(^^)!天が味方しました。 

駅前のフワフワ滑り台～交番前のミニ四駆コーナーまで歩行者天国の会場は

人でいっぱいになりました。会場全体を舞台にした『祭り大捜査線２』では

多くの方々に参加してもらいました。犯人までたどりついた参加者はなんと

1.6％。来年も難しいゲームを用意しますのでお楽しみに(^_-)-☆ 

みんなも左官屋さん 

モルタルとブロックで作る 

ベンチ作りの案内 

商店街の工事で廃棄処分にな

ったレンガを使ってベンチを

作ります。完成したベンチは

商店街の通りに置いて皆さん

の憩いのお役にたてばと考え

ています。上手くできなくて

もアジのある椅子になります

んでお気軽に参加してくださ

い。日時は決まっていません

ので「予定がなかったら参加

してもいいかな」って方はピ

ーコック 37-1361まで 

 

恵み野商店街ガーデンギャラリー ◆恵み野商店会の事業の根っこは『人と人との繋がり 

の創出』です。ガーデンギャラリー、祭り等、町内会の

方々や学生さん等多くの繋がりが生まれました。そして

新たになんと!  

JR 札幌駅設置の 

LEGS 旅人の残像 

アーティストの 

浅見和司さんが 

恵み野に繋がり 

ました! 恵み野 

アートプロジェクト 

の始まりに！ 



《９月の行事予定》  

【注】 (厚)→厚生文化部 (環)→環境防犯部 (福)→福祉部  

 

 

 

 
内容  

 

行  事  名 日   時 備   考 

第 17 回町内作品展(厚） 10日(土)・11 日(日) 西町内会館、9 時～17時(2 日目 16 時半) 

防犯パトロール(環） 14日(水)・15 日(木)  

長寿祝い品配布(福） ９月中旬 対象：７５歳以上 

秋の交通安全街頭啓発運動(環） 21(水)～30 日(金) 役員及び区長・班長 

恵み野町連パークゴルフ大会 25 日(日) 西町内会から代表が参加します。 

資源回収(厚) 25 日(日) 町内全域 

◇◇◇編集後記◇◇◇ 

 夜、虫の声を聞いたり、我が家の庭では

赤とんぼを発見。早くも秋を感じますね。 

秋といえば、作品展(*^^*)10 日・11 日

の 2 日間、町内会館にて開催します。今年

も多くの方に足を運んで楽しんでいただけ

るよう準備をしています。素敵な作品を見

に来てくださいね！       （遠） 

 

 

 

 

 

★講師：栄養教諭須合幸司氏  

北海道教育大学附属札幌小学校  

★日時：10 月 1 日（土）  

10：00～11：30 

★会場：恵庭市保健センター  

★対象：乳幼児・小中学生の  

保護者など※託児はありません

がお子さんもご一緒にどうぞ！  

恵庭市食育講演会 

 

～身長・学力・体力・運動  

神経を伸ばす具体的な方法～  

えにわウォークラリー 
2016 

日時  

場所  

内容  

10：00～11：45 
平成 28 年 9 月 25 日（日）  

恵庭市総合体育館前（屋外）   

➀ゲストによるトークショー  

➁3ｋｍウォークラリーと記念撮影  
➂on ちゃんおはようたいそう（後日テレビ放送）  

※雨天時はウォークラリーのみ中止  

 イチオシ！リポーター“カイミ” 

  
イチオシ！リポーター“アリョーナ” 

  
HTB マスコットキャラクター“on ちゃん” 

  
HTB アナウンサー 

  定員  ウォークラリーのみ定員先着 100 名    

―申込みは 9 月 5 日(月)から開始！―  

●申し込み・問い合わせ先：恵庭市保健センター  （平日 8：45～17：15）  

「歩くことを通したまちづくり事業」健康スポーツ課☎36－0033、「食育講演会」保健課☎37－4121 

 

HTB より  

ゲスト  

オリジナルキャラクター“あるくん”  

スタンプを集めるには？  

（詳しくはスタンプラリー用紙を見てね！） 

①まちなか休憩所に立ち寄る  

②イベントに参加する  

スタンプラリー用紙は  

恵み野会館、憩いの家、 

恵み野出張所、図書館、 

保健センターなどに  

あるよ！  

スタンプを３つ集めて  

“あるくん”バッチをゲット！  

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 

藤本 36－3692 

５丁目  谷川 36－3688 

６丁目  渡井 36－4292 村上 36－3155 

 

ご近所に迷惑をかけないために… 

猫ちゃんと暮らしている方にお願い 

 町内で「首輪をつけた猫に家庭菜園を荒

らされている」という苦情がでています。  

 猫害とは、猫好きにとっては思いもよら

ない事かもしれませんが、飼う以上はそれ

を理解し、注意することが必要です。  

 すでに外に慣れた猫ちゃんを完全室内飼

いやリードでつなぐのは大変な事でしょう

が、高いところに自由に移れる場所を作っ

たり、好きなおもちゃで遊んであげるなど、

狩猟・探検モードを満たしてあげることで

ストレスが軽減できるとの事です。猫は順

応性が高い生き物だそうです。  

 トラブルを回避し、猫ちゃんと幸せに暮

らしていくためにも対策を考えていただく

ことをお願いいたします。  


