石山一樹氏︑秋山雅彦氏らも東川

児童からは﹁お米が甘い﹂﹁昨

ギを入れるが︑他は何を入れても

日までのご飯と違う！﹂など︑米

小学校に集まり︑児童と一緒にと

と言うのが一般的で︑チョレギは

どころ・東川ならではの﹁利きゴ

れたての新米を味わいました︒

一部地域の方言﹂など︑食文化の

メ﹂的感想が聞こえてきました︒

良い﹂﹁日本では有名なチョレギ

他にちょっとした豆知識を知る機

サラダだが︑韓国ではコッチョリ

会にもなりました︒

くりんは︑約４か月間にわたりそ

日︑幼児センターと小・

今年収穫された約５千㌔㌘のきた

給 食でいただきます！体 験 農 園の

の全てが給食として提供されます︒

月

社協だより

新米

中学校の給食で︑一斉に東川ゆめ

15

公園の体験農園でとれた新米﹁き

11

たくりん﹂の提供がはじまりまし

16

温かい善意ありがとう
ございます

10

た︒この品種は病気に強く︑農薬

をほとんど使わないで栽培できま

貴康様
敏章様

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︒

菅野
野矢

︽ご香典の返礼にかえて︾

6西

・調理器（ガス）、灯油暖房機（FF式）
は各自用意。

・2戸
・平屋1LDK（60.66㎡）
・22.800円〜34,000円

【バレーボール】
◆フィールドフォースpresents第２回写真
の町東川グリーンカップ北北海道大会（11
月９日・神居中学校体育館）
▼〔３位〕東川中学校バレーボール部

入居資格

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 ／12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）

【空手】
◆第39回北海道地区剛柔会空手道選手権
大会（11月４日・Ｂ＆Ｇ海洋センター）

【剣道】
◆第29回少年剣道東川大会（11月３日・Ｂ
＆Ｇ海洋センター）

※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。

2019 December
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18

各種大会成績

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

21 Higashikawa

︽社会福祉事業に寄付︾

禮子様

82

北島

南町1丁目14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。

東町２丁目

南町1丁目団地
B3・B4

・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。
・ユニットバス、キッチン、洗面台交換済
み（H22）

・2戸
・平屋2LDK（74.32㎡）
・28,000円〜41,700円
・2019（令和元）年
・耐火構造平屋建て
・物置、駐車場2台

④

他

﹁くらしの相談﹂
をご利用
ください

・2001（平成13）年
・耐火構造２階建て
・物置、駐車場1台

の

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︶

南町1丁目14番

・1戸
・2階2LDK（68.34㎡）
・21,900円〜32,600円

・1986（昭和61）年
・耐火構造２階建て
・物置、駐車場1台

そ

節 子

南町1丁目団地
B3・B4

西町3丁目8番

・1戸
・2階3LDK（66.56㎡）
・20,300円〜30,300円

建築年、
構造、
設備等

村 田

③

西町1丁目19番

戸数、家賃

︻今月の相談員︼

② 清流中央団地A2

所

す︒毎年︑小学５年生が田植えや

① 清流東団地A2

場

草取り︑稲刈りなどを行っていま

募集団地

す︒当日は水田の管理を担当した

体験農園専門部会の高橋健太氏︑

●公営住宅

11

▼〔中学男子 団体２位〕東川錬成館（窪田
一駿、窪田辰三、窪田慎二、野村琉光、古川
汰門）
▼〔中学男子 個人３位〕窪田慎二（東川錬
成館）

●形
▼〔低学年の部 準優勝〕姜友梧（東川小）
▼〔低学年の部 ３位〕國枝日陽（同上）
▼〔中学年の部 優勝〕大城龍斗（同上）
▼〔中学年の部 準優勝〕森山蓮（東川第一
小）
▼〔中学年の部 ３位〕奥原奏太（東川第三
小）
▼〔高学年の部 ３位〕清山葵衣（同上）
▼〔中学生・高校生の部 優勝〕岩野ゆい
（東川中）

●組手
▼〔低学年の部
▼〔低学年の部
▼〔中学年の部
▼〔中学年の部
三小）
▼〔中学年の部
▼〔高学年の部
小）
▼〔高学年の部

優勝〕菅井優翔（東川小）
３位〕國枝日陽（同上）
優勝〕大城龍斗（同上）
準優勝〕奥原奏太（東川第
３位〕森山蓮（東川第一小）
優勝〕清山葵衣（東川第三
３位〕奥原結太（同上）

【美術】
◆第53回全道高等学校美術展・研究大会
（10月２日−４日・伊達市）
▼〔優秀賞〕菅野香鈴（東川高校）
▼〔入選〕宮崎夏美（同上）
▼〔入選〕皆川潤（同上）
▼〔入選〕藤川唯花（同上）
【写真】
◆第43回全道高等学校写真展・研究大会
10月16日-18日・室蘭市）
▼〔銀賞〕宗村咲希（東川高校）
▼〔入選〕杉原翠（同上）
▼〔入選〕齊藤栞（同上）

Higashikawa 2019 December
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く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

スで焼いた甘口の牛肉︶とチョレ

ギサラダ︵ゴマ油とニンニク風

味︶の２品を調理し︑韓国の食卓

によく並ぶ総菜や飲み物と一緒に

いただきました︒全員にエプロン

お申し込みに
必要なもの

と韓国料理のレシピ本がプレゼン

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。

トされたほか︑チョレギサラダの

公営住宅６戸

盛り付けコンテストも行われ︑優

募集戸数

勝チームには韓国のゴマ油︵日本

定住促進課住まい室

より濃厚︶とイワシのエキス︵ド

12月２日㈪〜12月10日㈫

受付場所

レッシング︶を贈呈︒

受付期間

定住促進課

﹁プルコギには必ず玉ねぎとネ

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

公営住宅の入居者を募集します

