
“みんなで築く安全・安心な街” 

 

 

 

新 1 年生も元気に登校！！               

春 の 交 通 安 全 街 頭 指 導  実 施  
 ４月６日（水）から１５日（金）の平日８日間、

岡田病院前交差点と江別恵庭線・セブンイレブン

前で、小中学校へ登校する子供たちへの交通安全

指導を実施しました。 

朝はまだ肌寒いこの季節ですが、指導に当たっ

て下さいました区長・班長さん、並びに役員の皆

さん、お疲れさまでした。ありがとうございます。 

 

 

 

 

 

 

《環境防犯部》 

 

第１回ＤＩＧ、実施しました 4 月 22 日(金)《防災部》 
 

今年度のＤＩＧ（災害図上訓練）は防災部委員を 

主体に、会員さんにも参加を呼び掛けて行います。 

 熊本県の地震災害を受けて防災意識の高まる中、 

先月 22 日に実施した 1 回目の訓練には２名の会員 

さんが参加して下さいました。 
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恵み野西むつみ会 
《５月の行事予定》 

5 月 6 日  観桜会  

10：30～14：00 恵み野憩の家 

※会員以外の体験参加をお待ちしています。 

5 月 15 日 西町内会パークゴルフ大会参加 

5 月 26 日 第２例会 

5 月 28 日 第 14 回クリーンウォーキング 

市主催：自町内のゴミ、空き缶等の収集  

      

西むつみ会 会長 髙木哲男  

恵望園ボランティア報告 《福祉部》 

4 月 13 日（水）、今年度最初の恵望園ボ

ランティアには、福祉委員４名と西町内

会会員さん３名の計７名で参加しました。 

強い揺れが収まるま
では、ケガをしないよ
う机の下などに身を隠
しましょう。 
(4月ふれあい通信のク
イズより) 

http://eniwachienet.jp/


会館のカーテンを？？年ぶりに取替え！ 

ＦＡＸの設置も完了しました(^^♪ 
  

明るくなった会 

館をご利用下さい。 

 

 

 

 

             電話・ＦＡＸ共通 

             ３７－０４８６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

               

                                                                                                  

 

 

 

 

 

町内会役員募集のお知らせ 
 恵み野西町内会は、安全・安心な街づくりにいろいろな活動を行ってい

ます。今後さらに活動を広げていくためにも、新たに町内会活動にお手伝

いいただける役員を募集します。男女・自薦他薦を問いません。 

 ◎例えば、青少年育成部の主な活動・行事 

  ◇少年補導巡回 ◇はぐくみ農園 ◇恵庭市子ども会育成連合会 

  ◇ラジオ体操 ◇子ども教室 ◇もちつき大会 等 

 

※連絡先：総務部長 大山 ☎３６－７１４３、または会館ＦＡＸまで 

よろしくご協力をお願いいたします！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私たちも恵み野西町内会会員です☆ 

特 別 会 員 紹 介 

○そばの実 

1 丁目８－３ 

○ケンタッキーフライドチキン恵み野店 

１丁目８－５ 

○恵庭恵み野郵便局 

 １丁目２３－１ 

○株式会社 きゃろっと 

 １丁目２５－２ 

※順次ご紹介していきます。 

 

池田会計部部長 退任 

池田 佳津江さん（会計部部長) 

 

・平成 25年～ 会計部副部長 

・平成 26年～平成 28年３月 会計部部長 

 

 

 

 

※後任には会計部副部長 小田桐 茂さん

が就任しました。 

池田さん、疲れさまでした!(^^)! 

 



 

 

 

 

 

 

 

恵み野商店会も加入 花協（美しい恵み野花の街づくり推進協議会）よりお知らせ 

花の街づくりを通じて豊かな文化と生活の向上に 

寄与することを目的とした会です。恵み野の各町内会、 

小中学校、専門学校等 12団体が加入して活動してます。 

主な活動は恵み野千人植え。多くの人たちで花を 

植える活動(街に愛着心を持つ人を育てる活動かな)。 

町内会も学校も商店もそれぞれが花を植えて街を 

魅力的にしてます。商店会のガーデンギャラリーも 

その活動の一環だと思っています。 

＊花の購入代に使う為、広く寄付を募ってます。 

募金箱設置店…きゃろっと、中原整骨院、ピーコック 

   《問合せ先》３６－４５６１ きゃろっと 内倉 

 

平成 28 年 5 月号 発行：恵み野商店会事務局 ℡37-1361 かわら版 

           雪どけが早かったから恵み野の桜はもう咲いてるかな（＾ｖ＾） 

          恵み野公園、道の駅近くの通り、交番近くの通り等、所々で桜が存在感   

         を主張してきますよね春は。恵み野商店街の通りも徐々に花が咲き始め 

         る季節です。今年はなんといっても『恵み野商店街ガーデンギャラリー』 

の整備。連休明けから 8 月末の完成を目指して徐々に整備をしていきます。 

商店前の植樹枡がそれぞれ個性的で魅力的なガーデンに生まれ変わります。 

 ぜひ商店街を歩いて徐々に変わっていく景観を楽しんでください(*^_^*) 

《整備の 1例》 エステサロンたちばな 前の花壇 

パーゴラ、ガゼボを配置し立体的な花壇になります。 

ジューンベリーやツリバナ等の高木を植えその他、季節によって 

咲く草花を花壇の中の小道を歩きながら見れるようになります。 

まさしくエステ前の『癒しのガーデン』です。 

岡田医院、恵み野皮膚科、高松歯科等のゴージャスな花壇やそれぞれ 

のお店の個性を出した手作り花壇が造られていきます。 

《活動内容》 

☆恵み野千人植え活動（ふれあい除草） 

 日時 5月１５日（日）7：00～ 雨天時２２日 

アジサイの手入れ 

 場所 恵み野北アスリート花壇 草刈クワ、軍手持参 

☆アジサイいっぱい植え運動 （市民植樹実施） 

 日時 ５月３０日（土）ゴミ 0 の日の清掃活動に合わ

せて実施 

 場所 恵み野中央公園 日本庭園付近集合 

     スコップ、軍手持参 雨天時は翌週に順延 

☆恵み野千人植え活動 ハイテクアスリート花壇除草 

６月～９月の第 1、第 3木曜日 8：30～9：30 

恵み野北ハイテク駐車場前花壇集合（雨天中止） 

参加できる方はご協力お願いします（＾－＾） 

 

現在↓ 
↓完成予想図→ 



《５月の行事予定》  

【注】 (環)→環境防犯部 (青）→青少年育成部 (厚)→厚生文化部 (防)→防災部 
 

 

 

 

定期的に歯科健診を受けていますか？自分のお口の状態を知ることは、体の健康を 

保つことにもつながります。最近歯科健診を受けていない方は、ぜひご来場ください。 

日にち  時間  場所  健診料  申込み  

6 月 5 日（日） 
１３：００  

～１５：００  

市民会館２F 

（口腔衛生ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ会場） 

無料 

当日受付  

＊妊婦のみ事前電話予約  

6 月 18 日（土） 
８：３０  

～１１：００  

保健センター  

（集団検診もしています） 

事前電話予約  

（5 月 12 日（木）  

～6 月 17 日（金）〆切） 6 月 19 日（日） 

☆定員になり次第締め切りますので、ご了承ください。  

●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）  

 

ワンマンパトロール隊 
 まだまだ募集中！！ 

 愛犬との散歩が町内会のボランティア活  

動に !(^^)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行  事  名 日   時 備   考 

防犯パトロール（環） 11 日(水)・12 日(木)  

はぐくみ農園(青) 14 日(土) 詳細は『ｺﾐｺﾐ通信』をご覧ください 

第 1 回パークゴルフ大会(厚) 15 日(日) 予備日 22 日 

春の公共施設清掃（環） 22 日(日)7：00 頃～ 会員の皆さんにご協力お願い致します 

資源回収(厚)  22 日(日) 町内全域 

第２回災害図上訓練（防） 27 日(金) 18：30～ 西町内会館、防災部員・町内会員 

会館内外清掃、花壇整備（環） 29 日(日) 町内会役員、会館使用サークル有志 

◇◇◇編集後記◇◇◇ 

 西町内会の皆さん、こんにちは。 

インフルエンザに罹ることなく春を迎えて

いますか？(^_^;) 

私は、上の行事予定↑に「はぐくみ農園」

「パークゴルフ大会」「公共施設清掃」が載

ってくると、春の訪れを感じます。 

 今年は去年に比べると桜の開 

花が遅いようですが、もう間も 

なくですね。楽しめる期間は短 

いです。お見逃しないように!!（遠）  

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    

危険なものは

無いかな！？  

パトロール（散歩）中

のペア 

詳しくは、環境防犯部長 陣内まで 

ＴＥＬ ０８０－１８６７－６９３５ 

 


