
“みんなで築く安全・安心な街” 

 

 

 

 

新入学児童 11 名に入学祝金・祝品を届けました。 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

春の全国交通安全運動街頭指導・防犯パトロール実施報告 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《環境防犯部》 
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※４月に予定されていた町内会活動のうち、新型コロナウイルスの影響で下記の 3 事業

は中止となりました。 

・恵望園ボランティア(福祉部)・第１回福祉委員会議(福祉部)・防災部訓練(防災部) 

 

 ５月以降の予定については次ページをご覧下さい。⇒ 



新型コロナウイルスについて 
 新型コロナウイルス感染拡大が無ければ、例年と比較して桜の開花も早く、北海道に住む私達に

とっては待ちに待ったお花見や様々な行楽、家庭菜園等寝る間も惜しんで汗を流し、毎日が多忙と

嬉しい愚痴をこぼす毎日の筈でした。 

今年は少し様子が違うようです。一月中旬に国内で初めて感染が確認されて以降、感染拡大は止

まることを知らず、４月７日に７都府県に発出された「緊急事態宣言」は１７日には全国に対象地

域を広げ、北海道を含む１３都道府県は重点的に対策を進める「特定警戒都道府県」と定められま

した。 

 これを受け、恵庭市においても学校の臨時休校や公共施設の臨時休館が５月６日迄実施されてお

り、感染拡大防止に向け全国で一丸となって対策に取り組む必要性が示され、国民に対し「接触機

会８割削減」を目指し、外出自粛要請がなされています。 

 この様な状況の中、今回西町内会としてコロナ感染拡大により影響の多い３点を取り上げ皆さん

にお知らせ致します。 

 

① 今後の町内会事業について 

 ４月に西町内会の年間活動計画を配付したばかりですが、その際にも若干触れさせて頂きました

とおり、各事業の実施可否について四役会議や正副部長会議で慎重且つ活発な議論をしました。 

「年間全ての事業の実施可否を現在判断するには時期尚早」との意見も踏まえ、概ね７月迄の事

業を中心に検討した結果、町内会会員の安心・安全を優先すべきとの結論に至り、現状では３密状

態（密接・密集・密閉）の回避が困難な、かなりの数の事業を中止と判断せざるを得ませんでした。

加えて、８月以降の事業であっても、どの様に工夫しても３密状態が避けられそうにない事業につ

きましては、早めに中止の判断をさせて頂くと同時に、実施を予定される事業につきましても、今

一度可能な限り３密状態を回避するよう、実施方法の改善等を徹底するよう役員全体で確認したと

ころです。 

なお、「恵み野夏祭り」のすずらん踊りへの参加や「納涼盆踊り」等の恵み野町内会連合会主催

事業は、４月１１日に町連の会長・総務部長会議で今年度の中止が決定しています。 

また、コミュニティスクールとの共催事業（ラジオ体操・夏休み子ども教室）につきましては、

今後事務局と協議し実施可否の判断をして参ります。 

残念ながら中止とせざるを得なかった事業につきまして、例年会員の方々から大変好評を頂いて

おり、役員としましても昨年末から心血を注ぎ準備し、実施出来ないことは断腸の想いであります

が、何卒事情をご理解賜りご了解頂きますようご報告致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＝現時点で中止と判断した事業＝ 

５月・正副部長会議 ・町連役員会議 ・役員防災訓練 ・春の公共施設清掃 ・会館内外清掃 

 ・はぐくみ農園(ｺ) ・福祉委員班会議 ・福祉委員班長会議→６月へ延期  

６月・ふれあい昼食会 ・町連防災組織交流会 ・拡大四役会議 ・役員会議 ・正副部長会議 

  ・町内会四役と民生児童委員合同会議 ・避難行動要支援者確認支援訓練 ・健康学習会 

 ・第１回パークゴルフ大会（市内大会）  

７月・親睦交流会 ・親睦旅行 ・恵み野夏祭り（すずらん踊り） ・体験合宿(ｺ) 

８月・納涼盆踊り  

１０月・JAZZコンサート        ※(ｺ)はコミュニティスクールとの共催事業です。 

 



②マスク配付事業について 

４月１８日夕方から、会員９７２世帯と特別会員３７社に一世帯１０枚のマスク配付を開始し

ました。配付は各区長さんにお願いしました。２５名の区長さん本当に有難うございました。 

 

◎配布決定の経緯 

新型コロナウイルス感染拡大を受けて、個人の感染防止対策として有効

な手段がマスクの着用です。 

しかし、現実的にはマスクの入手が極めて困難な状況から、町内会がマ

スクを一括購入し会員の皆様へ配付する事業の実施検討を始めました。 

実施には役員会議（区長２５名と町内会役員２６名）での議論が必要と判断しましたが、５０

名以上の会議は感染リスクが高く、よって事業内容等を文書で町内会役員及び区長全員に配付し

て事業実施の意思確認をさせて頂き、５１名全員の賛同を得て実施の決定を致しました。 

 

その間も、配付方法や梱包作業の衛生管理マニュアルの精査を行い、１８日の梱包作業を迎え

ました。 

  

◎マスク梱包作業 

当日は、密接・密集を避けるため作業人員は最低限とし、作業台も集会室の四隅と中央に配置

し、気温は低めでしたが換気にも配慮し３密の回避に努めました。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作業室の事前準備 

・作業台を配置し、除菌シートとアルコールで消毒。 

・作業時に使用する白布を各作業台に配付。 

・使用するハサミやカッター等備品のアルコール消毒。 

作業担当者の入室前準備 

・集合時に各自の検温結果の報告や体調の聞き取りを実施。 

・マスク・帽子かバンダナ・エプロンを着用。 

・石鹸により手指を入念に洗浄。 

・各自持参のタオルで手指を乾燥させ、次に、アルコールに

よる手指消毒を行い、慎重に手袋を着用。 

作業室の衛生管理 

・配付済の白布で作業台を覆い作業開始。 

・事前にアルコール消毒済みのハサミ・カッターでマスク

の開封作業。 

・作業台にはマスクと封入するビニール袋以外の物品は置

かないことを徹底。 

・作業開始後は、一度作業室を退室した場合は再入室前に

石鹸による手指洗浄から再度消毒を行うこととし、手袋も

使い捨てとして衛生管理を徹底。 



作業は午前９時に開始、昼食時間４５分を入れ午後２時３０分頃に終了しました。 

 衛生管理に非常に気を遣い、日常経験したことのない作業でしたので、終了時にはあちらこち

らから「疲れた」との言葉が聞こえました。 

しかし、その後少しでも早くマスクを皆さんの元へ届けたいと思う気持ちから、地区担当役員

が区長さん宅へ配付依頼に向かいました。 

 

後日ですが、配付して頂いた区長さんや会員の方々から、お礼の言葉やお手紙そしてメール等

約２０通の意見が寄せられました。 

その中から幾つか、一部抜粋したものをご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歌を引用した最後のお便りは、何か懐かしくほっとする内容で、現在の社会で必要な事が書か

れているような気がしました。私達が多忙な日常生活で忘れていた事ではないでしょうか。 

 また、慣れない作業で「疲れた」と言葉を発していた役員一同も、この事業を通して大切な事

を学び、改めて町内会の活動のあり方を考え、その重要性を感じたようです。今は「疲れた」で

はなく、会員の皆様方からのお言葉に対しまして「こちらこそ ありがとう」の気持ちでいっぱ

いです。 

 

③西町内会館の利用自粛について 

  現在、西町内会館は恵庭市からの「利用自粛要請」を受け、５月９日迄全面的に利用を休止し

ています。利用自粛は３月７日～３１日にもあり、今回は２回目の措置です。 

 利用自粛による利用休止措置は、定期的に会館を利用されている９つの団体や、臨時的に利用

される方々への影響もありますので、利用される団体に対しまして、「利用自粛要請」の説明と了

解を頂きながら実施しています。 

 また、５月以降の利用団体の活動予定は団体代表者に確認して一括して会館玄関に表示し、来

館される方々への周知も徹底します。詳しくは各団体の代表者にお問い合わせ下さい。 

・大変な時に、会長をはじめ役員の方々の温かい心が届きました。使わせて頂きます。 

・丁度マスクがなくなりそうだったので、大変助かった。 

・インターフォンに対応した会員の数名から、喜びと感謝の返事があった。（区長さんより） 

・マスクは勿論ですが、込められた思いが 

伝わったのかなと思います。 

・袋詰め大変だったでしょう！大切に使わ 

せていただきます。 

・思いがけないことでうれしく、心が温か 

くなりました。 

・子どもの頃の歌を思い出しました。 

♪♪とんとんとんからりの隣組 

障子を開ければ顔なじみ 

回してちょうだい回覧板 

助けられたり、助けたり♪♪ 

               

—皆さん、貴重なご意見・ご感想をありがとうございます。— 



 

令和 2 年 5 月 1 日号                   発行：恵み野商店会事務局 ℡25-9152 

 

 

◆ 緊急事態宣言が出てて店舗もバタバタしています。なので上記のサービスの提供

等、変わる場合もありますのでその時は大目に見てくださいネ(^_-)-☆ 

★まずは電話で問合せとご注文を★ 

 いい季節なんだけど～コロナで大変なことになってきましたね。長引きそうだし… 

あれダメこれダメで気分は落ち込むし…でも頑張って行動を抑えて早く収束させなきゃ❕ 

そんなこんなで頑張ってる家族に恵み野の飲食店のテイクアウトを(^^♪ 

居酒屋小ばちゃん 恵み野店 

☎36-2266 定休日 月曜 恵み野西 1-23-10 

★握り寿司１人前（握り 9種巻物 1本） 

お寿司の注文は２人前からです 

 2人前 1980円 3人前 2980円（税別） 

小ばちゃんザンギなどの店内メニューほとんど OK 

  

イタリア酒場-SORA- 

☎36-1234 定休日 月曜 恵み野西 2-2-14 

★お気に入りのワインでホームパーティーを♪ 

パスタやピザ等、店内メニューほとんど OK 

おしゃれなオードブルも作ってくれますよ(^-^) 

  

縁 び ☎25-3311 定休日 日曜 恵み野西 1-25-8 

★色々入ったおかずセットや小エビチャーハンは 540円 

他ザンギ等、持ち帰りメニュー豊富 

オードブルは２人前 3,240円～ 

臨機応変に対応してくれるので遠慮なく要望を(^^)v 

  

アース コンテンポラリー恵み野店 

☎25-3277 年中無休  恵み野西 6-21-6 

★オープンほやほやのネパール料理の店 

ネパールカレー、ナン等店内メニューのほとんどが

お持ち帰り OKです。しかもテイクアウト割引も❣ 

  

かわら版 



《５月の行事予定》  

【注】  (環)→環境防犯部 (厚)→厚生文化部 

保健センターからのお知らせ 

 

 

 

５月３１日は、世界保健機構 (ＷＨＯ)が定めた「世界禁煙デー」です。  

「望まない受動喫煙のない社会」の実現を目指し、恵庭市立図書館でパネル展を開催しま

す。ぜひ、お立ち寄りご覧ください。  

 

 

 

 

喫煙が健康に与える影響は大きい上、受動喫煙の危険性やニ  

コチンの依存性を踏まえると、生活習慣病を予防するために、 

たばこは重要な課題です。  

恵庭市保健センター 電話 25-5700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行  事  名 日   時 備   考 

防犯パトロール(環) 13 日(水)・14 日(木)  

資源回収(厚) 24 日(日) 町内全域 

町内会館花壇整備(環)  31 日(日) ※会館内清掃は中止、花壇整備のみ 

◇◇◇編集後記◇◇◇ 
マスク配布事業記事で、会員さんからの

お便り紹介で触れた「とんとんとんからり

と～♪」をググってみました。 

「隣組」は 1940 年に発表された歌で、

作詞は芸術家・岡本太郎氏の父・一平氏で

した。皆さんご存じでしたか？あと、どう

でもよい情報ですが、私の誕生日は岡本太

郎氏と同じです。 

新型ウィスル終息まではまだ時間がかか

りそうです。運動不足にならない様、庭仕

事などをして身体を動かしましょうね。（遠） 

「たばこと健康に関するパネル展」 
５月１9 日（火）～３1 日（日）  

恵庭市立図書館 入口                      

恵み野西むつみ会 
《５月の行事予定》 
12 日(火) 定期総会(催事例会)→延期 

12 日(火) 森林公園ふれあい交流会→中止 

(しいたけ体験収穫) 

24 日(日) 豊栄神社カラオケ大会→中止 

28 日(木) 第２例会→中止 

30 日(木) ごみゼロの日・健康ウォーキング 

            →中止 

―パークゴルフ愛好会― 

26 日(火) 恵庭中央パークゴルフ場→中止 
      

西むつみ会 会長 沖 野 菊 二 

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 山口 36－4661 

２・３丁目  武藤 36－6607 松谷 36－7883 

４丁目  

大山 36－7143 

岩崎 29－4476 

５丁目  
佐野 37－0701 

(6丁目 5・6区も) 

６丁目  渡井 36－4292 
三谷 47－9010 

 (1～4 区のみ) 

 


