
“みんなで築く安全・安心な街” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

 

参加申込みが予想を上回り、バス２台で８時に恵み野西会館

を出発。６０代７０代を中心に、これまでほとんど参加がなか

った現役世代や中学生、小学生、就学前の幼児の参加もあり、

土曜日に開催した趣旨が生かされました。  

初めの寄り道は、虎杖浜『大漁番屋』。ここでは、たらこの「ビン詰め放題」に真剣に取

り組み、次の『わかさいも本舗・登別東店』では揚げてん１個に地ビールの試飲にいくつか

のお菓子のつまみ食い。昼食は洞爺湖畔『仙堂庵』で、ホタテづくしの「帆立おこわ御膳（わ

っぱ飯、稚貝汁、酢の物、茶わん蒸し、鉄板焼き）」、小学生と幼児は「ハンバーグにナポリ

タン」の黄金の組合せをいただきました。  

『有珠山・昭和新山』エリアでは、火山活動の学習を自主研修とし、半数程が参加し有珠

山ロープウエーで山頂駅へ。さらに火口原展望台まで登り、昭和５２年の噴火でできた「銀

沼大火口」を見下ろし、左手に噴火湾、右手に洞爺湖・中の島の景色を堪能しました。噴火

湾からの風が強く、集合時間もあり、早々に山麓駅に戻りましたが、事後のアンケートでは

時間が足りないとのご意見もありました。  

壮瞥町では『ほりぐち果樹園』でリンゴ、葡萄、プルーンの１時間の食べ放題を楽しみま

した。終了後はお土産にリンゴや葡萄を購入し、最後の伊達市大滝区の『きのこ王国』へ。

１０８円のきのこ汁で身体を温め、キノコセットなど最後のお土産の調達。  

１７時過ぎに８１名全員が無事、恵み野に帰着しました。  

参加いただいた皆様、ありがとうございました。来年も、多くの方に参加して頂けるよう

な楽しくかつ、為になる旅行を企画したいと思います。  

 

恵み野町連親睦パークゴルフ大会 結果報告 《厚生文化部》 

 ９月２５日(日)、恵み野町連主催による親睦パ

ークゴルフ大会が開催されました。 

 東西南北の各町内会から男女各５名が参加し、

各上位３名の合計点が成績となります。西町内会

の代表は、西町内会大会の上位者、男性５名、女

性３名でした。 

◎団体戦 成績表  

 

 

 

 

 

 町内会 スコア 

優 勝 東 ６６３ 

準優勝 北 ６７６ 

３ 位 西 ７００ 

４ 位 南 ７０５ 
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＊＊＊西町内会代表出場者＊＊＊ 

大竹 猛     松谷 秋子 

大西 一敏    矢野 敏子 

佐藤 泰孝    渡辺 勝子 

三根 栄蔵     

矢野 功   （五十音順・敬称略） 

 
個人戦では男性の部で、大西さん、三根さんの 2

名がベスト５に入る健闘！！  

『打倒！東町内会』を目指して、来シーズンも

多くのプレイヤーの大会参加をお待ちしています。

特に女性、大歓迎です☆  

 

晴天に恵まれ、秋の一日を満喫 

１０月１５日（土）、「研修（親睦）旅行」実施 
８１名が有珠山・昭和新山方面へ  《防災部》 



恵み野四町内会他、恵庭市内外からも来場 生演奏に酔う 

―恵み野西町内会主催 特別企画― 

  

１０月８日(土)、恵み野会館で西町内会主催のジャズコン

サートを開催しました。 

 ６６名の来場者が、恵庭ジャズクラブ・千歳 JAZZ 倶楽部

のメンバーで構成された〈route36クインテット〉のスタン

ダードジャズの生演奏を楽しみました。 

 会場はやや寒い中でしたが、メンバーの熱演にアンコール

の声もかかり、休憩をはさんで約２時間のコンサートが終演

しました。 

 会場でお願いしたアンケートには、「生の演奏が素晴らしい」「次の開催が楽しみ」という声が多

数聞かれました。 

 

 

１０月４日(日)  6団体 9名のお手伝いをいただき、 

秋の会館内外清掃終了 
               《環境・防犯部》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

恵み野西むつみ会  

《１１月の行事予定》 

 6日(日) 第 26回芸能文化祭 

   恵庭市民会館（作品展示 11時～） 

 8日(火) 第 1例会(恵み野憩の家) 

北海道ハイテクノロジー専門学校看護学科の

学生 17名、教員 2名が特別参加！ 

22日(火) 第２例会(恵み野憩の家) 

10月新設の「たよれーる中島・恵み野」の業

務について伺います。              

西むつみ会会長 髙木 哲男 

清掃にご協力いただいたサークル 
・クラシックバレエ「リズ」  ・大正琴  

・イキイキ百歳体操  ・ストレッチ体操 

・生き生き老後を支える会  ・手美友会 

    （敬称略） 

ありがとうございました!(^^)! 

９月資源回収売上報告《厚生文化部》 

9月 25日実施 

品  名 数 量 単価 金 額 

新  聞 7,370 ㎏ 4 29,480 

雑  誌 1,380kg 2 2,760 

ダンボール 1,900kg 3 5,700 

雑  紙 360kg 別途(市奨励金対象) 

牛乳パック 70kg 5 350 

び  ん 50 本 3 150 

アルミ缶 115kg 20 2,300 

古  着 150kg 3 450 

合  計 41,190 

 

 

私たちも恵み野西町内会会員です☆ 

特 別 会 員 紹 介 

○ファミリーホーム三神家 

４丁目４－１９ 

○コープさっぽろ 恵み野店 

５丁目３－２ 

○恵庭恵み野中郵便局 

 ５丁目３－２ 

○ラ・デュース恵み野 

５丁目３－１ 

※順次ご紹介しています。 

 10 月 12 日(水)、恵望園ボランティア

に 7 名参加しました。   《福祉部》 



 街路樹の葉が色づいたなぁ～と思ってたら

もう11月(-_-;) 1年過ぎるのがが年々速くな

ってきますよ。今月は商店会としてのイベン

トはありませんが会員店では色々やってます

ので今回の紙面でお知らせします。また 12

月には商店街の恒例歳末イベントの『現金つ

かみどりセール』があります。お楽しみに❢ 
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    恵み野商店街ハロウイン  

フォトコンテスト結果発表‼について 

まだ審査もしてませんが 11 月下旬には商店街の

店頭ポスターで結果を発表します。そのポスター

にはフォトコンテストに参加した全員の仮装し

た姿を載せる予定です。参加者にはそのポスター

をプレゼントしますので下記のお店まで取りに

来てくださいね(^^)/ 

【問合せ先】髪風船 佐藤 ℡３６－３３３９ 

        恵み野西１丁目２３－８ 

かわら版 
恵庭恵み野郵便局さん 

からのお知らせです 

(ケンタッキーさんの隣です。 

お間違えのないように。） 

「本年１１月で開局３０周年を迎え

ます。これもひとえに地域の住民の

方々に支えられてきたおかげです。 

つきましては、１１月２５日（金）を 

開局３０周年のお客さま感謝デーと

いたします。先着１００名様に粗品を

プレゼントさせていただきますので、

どうぞお越しください。」 

＊１１月１日から年賀状の販売をしていま

すよ。キティーちゃんのイラスト入りとか

いろんなバージョンが販売されてるみたい

です。まぁ～なんにしても 

お年玉くじ付きの年賀状を 

貰うと嬉しいもんですよ 

今回の 1 等は現金 10 万円 

選べるらしいですが現金が 

魅力ですよね(^_-)-☆ 

芸術の秋 商店会員の『生活雑貨のてぶくろ』の店主の任さんが演出をするミュージカルを紹介します 

歌と踊りとお芝居を！ 

夢創館に繰り広げられるギャグ満載❕ 

 

 

あらすじ）この芝居の舞台は小さな街の小さな、ちょっと 

年季の入ったコンビニエンスストア。このコンビニ、昔は 

それなりに客入りもよく評判の店だったのですが、今は 

建物も古くなり、駐車場は手狭、売り上げも長期低落傾向。 

そのため人件費を浮かそうと店長は休日無しの 16時間勤務を夫婦で続けてきましたが、とうとう奥さんがダ

ウン。物語は、店長が替わりの新人スタッフを面接しているところから始まります。軽佻浮薄、人畜無害キ

ャラの店長を中心に閉店寸前のコンビニに集まる個性的なお客さん、スタッフ、クレイマーに独居老人達が

テレビ局、警察官や市長を巻き込んで繰り広げるドタバタ人情喜劇。さてどんな結末に…身近な話題をちょ

っとクールな視線で歌と踊りと芝居で描く人間模様、笑い満載のご近所人情ミュージカル。 

 

コンビニブギ 

◇日時 11 月 11 日(金)19 時開演 

       12 日(土)14 時・19 時開演 

       13 日(日)14 時開演 

◇場所 島松 夢創館 会場は開演の 20 分前 

◇当日 大人、高校生 1300 円 前売り 1000 円 

＊中学生以下は無料ですが整理券が必要です。 

【チケット取扱、問い合わせ先】 

てぶくろ ℡ ３６－３９５７ 



 

 

日程  種類  会場  

12 月 12 日（月） レディース検診  保健センター 

12 月 17 日（土） 集団検診  保健センター 

12 月 22 日（木） 送迎バス検診  対がん協会(札幌市) 

1 月 14 日（土） レディース検診  保健センター 

1 月 22 日（日） 集団検診  保健センター 

1 月 26 日（木） 送迎バス検診  対がん協会(札幌市) 

※送迎バス検診は無料送迎バスがあります。  

 

《１１月の行事予定》  

【注】(環)→環境・防犯部 (福)→福祉部 (厚)→厚生文化部  

 

 

 
  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

行  事  名 日   時 備   考 

防犯パトロール(環） 9 日(水）・10 日(木）  

冬の交通安全街頭指導(環） 11 日(金)～18 日(金) 役員、区長・班長さん 

第 3 回福祉委員会議(福） 11 日(金)13：30～ 福祉部福祉委員の皆さん 

囲碁大会(厚） 23 日(水） 詳細は回覧でご確認ください。 

資源回収(厚) 27 日(日） 町内全域 

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 

   

◇◇◇編集後記◇◇◇ 

 今年の研修旅行は最高の旅行日和の中、

バス 2 台・81 名が滞りなく旅程を回り、無

事帰着しました。企画・準備した防災部と

当日随行した役員の頑張り、そして何より

参加者の皆さんのご協力あってのことと思

います。ありがとうございました。  

さて、今年も残すところあと２ヶ月です

ね。冬支度やら年越しの準備とかで慌ただ

しく過ぎていきそうです。インフルエンザ

の予防接種もお忘れなく！     （遠） 

日時  

歯・口腔の健康づくり 

    ８０２０推進週間 
について  歯 

 

 

考えて  
みませんか？  

フレスポ恵み野 通路    

歯科パネル展 

平成 28 年 11 月 3 日（木）   
～11 月１3 日（日）   

フレスポ恵み野営業時間内    

場所  

内容  

生涯を通じて歯の健康を保つため、 

むし歯や歯周病、口の機能低下予防  

などのパネル展を行います。 

特定健診・がん検診のご案内  

11 月 11 日（金）8：45～ 申込開始です。  

「平成 28 年度 赤い羽根共同募金」及び  

「大雨(台風 9・10・11 号)災害義援金」

納入報告  

 

◎町内会費納入時にご協力いただきまし

た「赤い羽根共同募金」を、10 月 11 日

に恵庭市共同募金委員会に納入いたしま

した。  

納入金額 ３０６，３００円 

◎8 月 20 日からの台風等による大雨災害

に伴い、北海道町内連合会が北海道共同

募金会の呼びかけに協力することとなり、

恵庭市町内会連合会へ２０，０００円納

入しました。  

  《会計部》 

恵み野西町内会ホームページ開設予定！！ 

町内会活動の活性化と情報発信を目的に、

11 月 1 日の開設を目指して、ページ作成と

サーバー設定手続き中です。 

1 日以降時々「恵み野西町内会」で検索し

てみて下さい！ 

 

  

 

               《総務部》 

 

恵み野西町内会   検索 


