【空手】

◆会長杯空手道選手権大会（2月
15日・旭川市大成市民センター）
◇形の部 ▼小学 4 年生男子 ②
菊地成龍（東川小）▼ 3・4 年生女
子 ②宮坂舞花（同）▼中学2・3年
生 優勝中島拓也（東川中2）

【ミニバレー】
◆第 13 回鷹栖町ミニバレー連盟
杯大会（3月8日・鷹栖町総合体育
優勝した中島君（中央）、準優勝の菊
地君（右）、宮坂さん
（左）

「青春キャッチ5・7・5」
（平成20年度入選作品）
大 賞

かみさまに もらったいのち 大切に
（小学校低学年の部 工藤 百華）
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の提出期間と同じ﹁６月１日〜７

更新時期は︑社会保険算定基礎届

度︵技能者育成資金︶が創設され

けることが出来る生活資金貸付制

東川町花倶楽部

10

花倶楽部の会員を募集

日﹂です︒新たな更新申告書

日ま

月

に安定就職した方﹂など︑一定の

従来どおり４月１日〜３月

は︑６月上旬に郵送されます︒

要件を満たせば︑貸付額の全額ま

ました︒﹁訓練終了後６カ月以内

のミニパークを花いっぱいに飾る

たは一部返還免除の精度もありま

小学校横の円形花壇など︑町内

事業を続けている東川町花倶楽部

31

労働保険料の算定対象期間は︑

︵大石久子会長︶では︑今年の新

お問い合わせは道労働局総務部

労働保険適用室☎０１１|７０９

での期間です︒

|２３１１︑または旭川労働基準

雇用保険失業給付の受給資格が

ない方でも①ジョブカード制度の

す︒

日本版デュアルシステムまたは企

花いっぱい運動で町内を美しく

しよう︱という運動です︒水まき︑

監督署☎ |５９０１まで︒

35

会員を募集します︒

草取り︑花柄摘みなどに積極的に

業実習先行型訓練システムを受講

社協だより

体育館）
＜女子＞
◇小学生
▼5年 ②野村彩友美（東川）
▼6年 ③島田侑季（東川）

する方②派遣労働及び短時間労働

の方︵中途解雇や雇い止めなどで

温かい善意ありがとうござい

【柔道】
◆第12回道北選抜東川少年少女
大会（ 3 月 8 日・東川海洋センター

日までに同倶楽部事務

|２

離職した有期雇用者︶③基礎的な

様

各種大会成績

参加していただきます︒申し込み

は︑４月

局の商工会事務局まで︒☎

７５０

15

ます

３

30

82

能力を習得する訓練︵橋渡し訓練︶

16

を受講する方︱は︑生活資金の貸

し付け支援を受けることが出来ま

テル

月 日から 月 日まで
に社会福祉事業にご寄付をい
ただきました方は次のとおり
です︒

す︒

吉倉

また技能者育成資金制度は︑こ

２西区

︽ご香典の返礼にかえて︾

様

冨久子様

善一

れまで訓練期間中のアルバイトを

２

館）
【男女混成】
▼2部 ③東川交流会

・ひかり倶楽部写真展
＊5/11(月)〜5/27(水)までは展示
室改装のため、臨時休館いたしま
す。

東川９条の会憲法講座を開きま

す
東川９条の会

東川９条の会の４月例会を開き

ます︒

瀬

●4月21日（火）〜5月10日（日）

・町制施行50周年記念
飛彈野数右衛門遺作展「昭和の
東川」

堀部

・第25回日本の自然
・第25回北海道報道写真展
＊4 月 20 日 ( 月 )は、作品入れ替え
のため休館いたします。

禁止していましたが︑制度の拡充

区

区

●4月1日（水）〜4月19日（日）

日︵日︶午後６時半

によって年収２００万円までアル

４月

農村環境改善センター

日時

場所

バイト可能になりました︒

入居資格

【特定公共賃貸住宅】
申し込み者が募集戸数を上回った場合、公開抽選会により入居者を決定します。（開催日未定）
平成21年5月上旬
家賃の3カ月分
入居者と同程度以上の所得金額のある方2人
税務課収納室 ☎82-2111（内線122）

﹁私が見つめてきた東川の

・平成6年
・鉄筋コンクリート造り2階建て
・浴室（ユニットバス付き）
・オール電化住宅
・物置付き、駐車場1台

内容

様

様

他

選 考 方 法 【公営住宅】
公営住宅等入居者選考委員会を開催し、入居者を決定します。
※選考委員会で決定されなかった場合は、公開抽選会を開催します。（開催日未定）

2009 April

正

千富

の

他 入居申し込み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号に該当する場合に
は、入居することはできません。
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熊谷

越髙

そ

（２）収入金額が国で定める収入基準の範囲内の方、または入居後所得の上昇が見込まれる方

入居予定日
敷
金
連帯保証人
お問い合わせ

区

・1LDK（37.2㎡)
・1戸（1階端）
・30,400円〜
40,200円

建築年・構造・設備等

町内に住所または勤務地を有する方および本町に居住を希望されている方で次の要件に該当する方
（１）昭和31年4月2日以後に生まれた単身の方

の

区

間取り･戸数･家賃

19

28 26 34 22

文化ギャラリー展示案内

※詳細はお問い合わせください。

そ

お問い合わせ︑貸し付けをご希

西町1丁目9番

農業﹂

西町団地
アヴニールⅠ

所

望の方は︵独︶雇用・能力開発機

③

場

元東川町農協職員︑林敏文

募集団地

講師

●単身者用特定公共賃貸住宅

久保ミチ子

※身体・精神上著しい障がいがあるため、居宅での生活が困難な場合は除かれます。
（2）世帯の収入金額が月額15万8千円以下
※ただし、次のいずれかの要件に該当する場合は、基準額が21万4千円まで引き上がります。
①昭和31年4月1日以前に生まれた方で、かつ同居者のいずれもが昭和31年4月1日以前生まれの場合、または18歳未満の方がいる場合
②小学校就学の始期に達するまでの方がいる場合
③身体障がい等級1級から4級までの方がいる場合
④精神障がい等級1級から2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
⑤ハンセン病療養者の方などがいる場合

今月のくらしの相談日ご案内

16

構北海道センター訓練第二課☎０

４

町民のみなさんの困ってい
ることなど︑相談日を設けて
毎月一回第3木曜日午後１時
半から同４時まで社協相談室
で相談に応じています︒
今月の相談日と相談員は次
のとおりです︒

月 日

入居資格

町内に住所または勤務地を有する方および本町に居住を希望されている方で次の要件に該当する方
（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
※ただし、清流団地C3については、次のいずれかの要件に該当する方は、単身での入居が可能です。
①昭和31年4月1日以前に生まれた方
②身体障がい等級1級から4級までの方
③精神障がい等級1級から3級までの方、知的障がい（精神障がいの程度に相当）の方
④被生活保護者、DV被害者、ハンセン病療養者など

さん

入居者が設置するもの
浴槽、給湯ボイラー、灯油タンク
※灯油タンクは、希望により、前入居者のもの
を使用することができます。詳細はお問い合わ
せください。

１１|６４０|８８４３︵札幌市

・昭和62年
・セラミックブロック造り
2階建て
・物置付き、駐車場1台

西区二十四軒４条１丁目︶

・3LDK（66.5㎡）
・1戸（2階中央）
・18,500円〜
45,800円

|７

・昭和51年
・簡易耐火構造平屋建て
・物置なし、駐車場なし

近藤さん☎

・3DK（49.1㎡）
・1戸（1階中央）
・7,600円〜
11,100円

21

１００円︵予約不要︶

他

お問い合わせ

西町1丁目19番

の

入居者が設置するもの
浴槽、給湯ボイラー、灯油タンク、井戸ポンプ
※浴槽、灯油タンク、井戸ポンプは、希望によ
り、前入居者のものを使用することができます。
詳細はお問い合わせください。

労働保険の年度更新時期が変わ

西町3丁目7番

そ

建築年・構造・設備等

ります

清流東団地A3

間取り･戸数･家賃

北海道労働局

②

清流団地C3

所

年度から労働保険の年度

①

場

平成

募集団地

更新の時期が変わります︒新たな

●公営住宅

82

参加料

お申し込みに
必要なもの

上川支庁

１．入居申込書
２．住宅等状況申告書
３．平成19年1月から12月までの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．納税証明書（平成19年1月1日現在町内に住所があった方は同意書で可）
５．その他必要と認める書類
６．印鑑
※下線のついている書類は、税務課収納室に用意してあります。
※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してください。

０５０

募集戸数

職業訓練中の生活資金貸付制度

受付場所

が拡充しました

4月1日（水）〜24日（金）
税務課収納室（役場庁舎1階4番窓口）
3戸

受付期間

失業中の職業訓練期間中に受

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

公営住宅・特定公共賃貸住宅の入居者を募集します

