北島政宗︵３・

大橋智紀︵４・
秒︶

秒︶

秒︶

秒︶
秒︶

販売予定です︒昨年のブドウで造
られたワインは今年 月１日にリ
リース予定︒お楽しみに！

東中と養護学校︑もちつき交流会

月 日︑東川中学校体育館に
て︑東中生と東川養護学校中等部

学校実習田﹁羽衣田﹂に田植えを
し︑ＪＡ青年部が管理に協力︒
月 日に稲刈りをし︑約６３０㌔
㌘を収穫しました︒当日はＰＴＡ
が蒸したもち米を︑生徒が杵と臼
を使ってつき︑給食調理員が作っ
たお雑煮と餡も使って一口大にま
地域の方々と協力して自分たち

るめていきました︒
の手でつくったお餅は格別で︑中
には 個も食べた生徒も︵ ︶︒
米どころ・東川をめいいっぱい体
感したようです︒
コンサ東川︑全道優勝を報告

９月 日︑コンサドーレ東川の

年生以下で行われる大会︑トラッ
ク協会杯第 回全道Ｕ│ サッカ
ー大会で全道優勝したこと︒ゆめ

公園での練習でメキメキと実力を
また︑髙橋晴矢さんはナショナ

上げている嬉しい知らせです︒
ルトレセンＵ│ 北海道選抜に選
ばれたことを報告︒ナショナルト
レーニングセンターは日本サッカ
ー協会のトレセン制度における最
上位の講習会で︑将来の日本代表
として活躍する可能性がある選手

社協だより
温かい善意ありがとう
ございます
９ 月 日から 月 日まで
に社会福祉事業にご寄付をい
たいた方は次のとおりです︒

髙橋 吉光様
平田 章洋様
合田 真澄様
粟飯原順二様
長原 淳 様
田渕美江子様

︽ご香典の返礼にかえて︾

東町１丁目
東町２丁目
北町３丁目

安 井 繁 光

︻今月の相談員︼

日々の生活で困っていること︑
悩みごとをお気 軽にご相 談く
ださい︒秘 密は守 られます︒事
前にご連 絡ください︒︵☎ ︱
７５０５︑随時受付︶

﹁くらしの相談﹂
をご利用
ください

▲右下が髙橋さん

10

入居資格

1．同居または同居しようとする親族（婚約中の方なども含む）がいる方、又は60歳以上の方
2．法の規定により算出した月額所得（世帯全員分）が15万8千円以下

20

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

コーキを製作︒できたヒコーキを
月９日㈯には中富良野町で第

飛ばし︑滞空時間を競いました︒
３回ＪＡＬ折り紙ヒコーキ全国大
会も開催されます︒東川大会を活
かして全国上位を狙えるかな ？
…

競技結果は次の通り︒︵敬称略︶
１位
葛原獅夕︵２・

▼１・２年の部
２位
３位
北原槇悠︵４・
秒︶

正垣颯二郎︵４・

岸田奏汰︵４・

▼３〜６年の部
１位
２位
３位
キトウシでワイン用ブドウ収穫

回もちつき

交流会が行われました︒１９８２
選手と監督らが松岡町長らを表敬

の生徒らによる第
︵昭和 ︶年に収穫祭として始ま

日︑㈱東川振興公社の

農園︵西２号︶にて︑東川ワイン
り︑２０１４︵平成 ︶年からは

月
﹁キトウシ﹂の原料となるブドウ

日︑せんとぴゅあⅡに

訪問しました︒今回の報告は︑５

の収穫を行いました︒今年は町立
養護学校も交えて行っている催し
今年６月３日に１年生が東川中

です︒

日本語学校の留学生 人がボラン
ウはワイナリーで醸造され︑来年

まの温かい応援をお願いします︒

ティアでお手伝い︒収穫したブド

を発掘する場でもあります︒町内
出身のプロサッカー選手誕生に向
けて︑がんばってください！
ヴォレアスの新入団選手︑町立日本

月

・1987（昭和62）年
・耐火構造２階建て
・物置、駐車場2台

語学校に入学

・1戸
・2階3LDK（66.56㎡）
・20.600円〜30,700円

て︑バレーボールチーム・ヴォレ

西町1丁目20番

アス北海道に入団した張育陞︵チ

82

② 清流東団地A3

ャン・ユーシェン︶選手を含む２

地デジ広報をご利用ください

自宅のテレビで地デジ広報
を見ることができます︒普段

15

・1986（昭和61）年
・耐火構造２階建て
・物置、駐車場1台

【サッカー】
【野球】
◆トラック協会杯第31回全道Ｕ−11サッ
◆フィールドフォースpresents第２回写真
カー大会（９月14日-16日・札幌サッカーア
の町東川グリーンカップ北北海道大会（10
ミューズメントパーク）
月５日・東川町民グラウンド）
〔優勝〕コンサドーレ東川
▼〔準優勝〕大雪野球少年団
◆あさひかわ新聞杯チャンピオン大会（９月
【バレーボール】
28日-29日・ドリームスタジアム他）
▼〔Aクラス優勝〕大雪野球少年団（小6以下） ◆第14回東神楽カップ（９月28日・東神楽
▼〔Bクラス優勝〕大雪野球少年団（小5以下） 町総合体育館）
▼〔２位〕ひがしかわジュニアＡ（東川バ
レーボール少年団）
注 意 事 項 ／入居申込者または同居親族が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第２条第６号に該当する場合は入
居できません。
室内・室外でペット飼育は認められません。
選 考 方 法 ／入居者選考委員会を開催し、
入居者を決定します。
入 居 期 限 ／11月末日 ※期限迄に入居することが要件となっています。
敷
金 ／家賃の3カ月分
連 帯 保 証 人 ／入居者が家賃滞納等をした際に、
代わって弁済することが可能な程度の定期的な収入がある方２人。
お問い合わせ ／定住促進課住まい室 ☎８２−２１１１（内線115、116）

17 17

28

⁉

12

・1戸
・2階3LDK（66.56㎡）
・20,300円〜30,300円

他
の

各種大会成績
※ただし、次のいずれかの要件に該当する場合は、月額所得（世帯全員分）が21万4千円以下となります。
・小学校就学の始期に達するまでの方がいる場合
・身体障がい等級１級から４級までの方がいる場合
・精神障がい等級１級から３級までの方がいる場合、知的障がい（精神障がいの程度に相当）の方がいる場合
※上記の外にも要件がありますので、お問い合わせ下さい。

10

西町1丁目19番

・調理器（ガス）、灯油暖房機（煙突）、
照明設備は各自用意。
・自治会管理の共同灯及びポンプ電気代、
除雪費用が別途かかります。
① 清流東団地A2

名の新入団選手発表記者会見が行
われました︒張選手は以前同チー
ムに所属していた陳建禎選手︵チ
ンケンテイ︑現ＪＴサンダーズ所
属︶に続く２人目の台湾出身選手
で︑台湾代表にも選出されていま
す︒
今後は陳選手と同じく東川町で
生活し︑午前中は東川日本語学校
で日本語を勉強︑午後はチームの
練習に合流する予定です︒みんさ

はイベント情報等を掲載する
ほか︑災害時等は防災情報を
お知らせします︒
①ＵＨＢ︵デジ８︶を映す
②リモコンのｄボタンを押す
③黄色ボタンを押す
④地域で上川総合振興局を選

公営住宅２戸

Higashikawa 2019 November
2019 November

21 Higashikawa

択

募集戸数

26

57

⑤東川町を選択

定住促進課住まい室

そ

31

受付場所

建築年、
構造、
設備等
戸数、家賃
所

25

11月１日㈮〜11月８日㈮

定住促進課

公営住宅の入居者を募集します

16

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

▲大雪旭岳源水をＰＲする張選手（右）

11

１．入居申込書
２．住宅等状況申告書
３．所得の状況が確認できる書類（所得証明、源泉徴収票など）
４．地方税の滞納がないことを証明する書類
５．世帯全員分の住民票（町外の方のみ）※本籍地の表示は不要
６．その他必要と認める書類
７．印鑑
※３、４の書類は、入居予定者の中で所得のある方全員分を提出。
※下線の書類は、定住促進課住まい室に用意してあります。
お申し込みに
必要なもの

場
募集団地

17

11

12

38

72 12 12

53 78

18

20

受付期間

12

16

●公営住宅

12

10

11

10

10

