−

・3DK（50.0㎡）
・1戸（1階端）
・8,400円〜
14,400円

・昭和50年
・簡易耐火構造平屋建て
・物置なし、駐車場なし

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、前入居者
が使用したものを利用することができます。詳
細はお問い合わせください。

※家賃の他に温水器、暖房機、調理器のリース
料（月額4,725円）が必要です。

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
※ただし公園団地A1は、次のいずれかの要件に該当する場合、単身での入居可能
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
※ただし身体、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きます。
（2）世帯の収入金額が月額15万8千円以下
※次のいずれかの要件に該当する場合は21万4千円まで基準額が引き上がります。
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

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。
選 考 方 法 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）
入 居 予 定 日 平成21年11月上旬
敷
金 家賃の3カ月分
連 帯 保 証 人 入居者と同程度以上の所得金額のある方２人
お問い合わせ 税務課収納室 ☎82-2111（内線122）
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大会（8月16日・旭川中体育館）
▼中学生男子
①原谷隆宏②林詳
▼同女子
②岡崎みずほ③照井智生瑠
▼団体（小中学生混成）
①東川錬成館A②同B

写真の町ギャラリー展示案内
１. 東川町文化ギャラリー
東町１丁目19-8 ☎82-4700
○9月19日(土)〜10月4日(日)
・二科会写真部北海道支部公募展
・写真絵日記2009
・吉岡均写真展

○10月6日(火)〜同月22日(木)
・MOA美術館児童画作品展
・三軌会写真展
○10月24日(土)〜11月3日(火)
・第39回東川町民総合文化祭作品展

【ミニバスケット】
◆第 33 回旭川地区夏期大会（ 8 月
「森のギャラリー」
29、30日・美瑛スポーツセンターほか） ２. キトウシ
キトウシ展望閣付近 ☎82-2632
▼女子（予選Ｆブロック）
武田好生君、山崎悠人訓、藤巻倫太郎
○6月7日(日)〜10月18日(日)
①東川
君、袴田悠梨子さん、藤巻憲次郎君（上
写真の町
25年特別企画展
段右から）、鷲見圭飛君、袴田俊介君、
【剣道】
「えぞ王国」森の写真展
小坂彩華さん、藤田直樹君（下段右から）
（藤巻倫は今大会出場棄権）
◆第37回旭川神社祭典奉納少年
「青春キャッチ5・7・5」
（平成20年度入選作品）

「おかえり」
と その一言の あたたかさ

キャッチ賞

（小学校高学年の部：川 上 麗 菜）

３. キトウシ物産センター
西5号北44番地 ☎82-2632
○9月12日(土)〜10月19日(月)
・渡辺信夫写真展「万物共生の大地」

Higashikawa 2009 October
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※家賃の他に温水器、暖房機、調理器のリース
料（月額4,725円）が必要です。

・平成14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）
・物置付き、駐車場1台

袴田悠梨子
▼フリーリレー小学3年同（同）
⑥山崎悠人、三上大晴、加藤航基、
中心街活性化センター
「ふらっと」）
小坂彩華
▼男子自由形（25㍍）小学1年
▼同同5年同（同）
②袴田俊介（東川水泳スポーツ少年 ▼②袴田悠梨子、三上航大、中田有
団）
哉、武田好生
▼同（同）2年
◆第 17 回上川中央部交流水泳記
①鷲見圭飛（同）
録会（ 9 月 5 日・鷹栖町Ｂ＆Ｇ海洋セ
▼同背泳ぎ（同）3年
ンター）
①武田好生（同）③加藤航基（同）④ ▼男子自由形（25㍍）小学1、2年
山崎悠人（同）
①鷲見圭飛（東川水泳スポーツ少年
▼同自由形（同）4年
団）②藤田直樹（同）③袴田俊介（同）
③三上航大（同）
▼同背泳ぎ（同）同
▼同平泳ぎ（同）4年
②鷲見圭飛（同）③藤田直樹（同）
③三上航大（同）
▼同自由形（50㍍）3、4年
▼女子背泳ぎ（同）2年
③武田好生（同）④藤巻憲次郎（同）
⑥小坂彩華
⑤山崎悠人（同）
▼同自由形（50㍍）5年
▼同背泳ぎ（同）同
②袴田悠梨子
①藤巻憲次郎（同）②武田好生（同）
▼メドレーリレー小学 5 年混合（ 100 ③山崎悠人（同）
㍍）
▼女子同（25㍍）1、2年
③武田好生、三上航大、鷲見圭飛、 ①小坂彩華（同）
▼同自由形（50㍍）5、6年
②袴田悠梨子（同）
▼同背泳ぎ（同）同
②袴田悠梨子（同）

佐藤社長︑今年も町に寄付金
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８月 日︑㈱大和佐藤隆政社長︑

礼子さんご夫妻︵東町３︶が﹁日

ごろの感謝を込めて﹂と今年も町

に多額の現金を寄付しました︒

寄付金は写真の町ひがしかわ株

主基金に繰り入れました︒

ＭＯＡ美術館児童作品展の開催

東川児童作品展実行委

ＭＯ Ａ美術館東川児童作品展実

・平成14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）
・物置付き、駐車場1台

2009 October

行委員会︵宮崎明美会長︶は︑町

・2LDK（68.3㎡）
・1戸（1階端）
・22,800円〜
60,600円

23 Higashikawa

内の小学生から募集した作品展を

西町3丁目8番

の

開きます︒応募作品の中から選ん

② 清流中央団地A2

そ

だ優秀作品は全国展に出展されま

西町3丁目8番

東町2丁目14番

月６日︵火︶から同月

他

① 清流中央団地A2

公園団地A1

す︒

の

・2LDK（68.3㎡）
・1戸（2階中央）
・22,800円〜
60,600円

③

日時

そ

文化ギャラリー

建築年・構造・設備等

日︵木︶まで

間取り･戸数･家賃

場所

所

月 日︵日︶午後１時︑

場

文化ギャラリー

●公営住宅
募集団地

18

10

【水泳】
◆第 28 回上川管内スポーツ少年団
水泳交流大会（ 9 月 6 日・富良野市

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．納税証明書（平成21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
※下線の書類は税務課収納室に用意しています
※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

お申し込みに
必要なもの

表彰式

募集戸数

全町バレーボール大会の開催

受付場所

10

各種大会成績

10月1日（木）〜23日（金）
税務課収納室（役場庁舎1階4番窓口）
3戸

受付期間

23

東川町バレーボール協会

公営住宅の入居者を募集します

回全町バレーボール大会を

日 ︵ 日 ︶ 午 前９ 時

18

第

月

10

開催します︒ふるってご参加くだ

さい︒

日時

︵開会式︶

場所 Ｂ＆Ｇ海洋センター

参加対象 一般男女︵中学生以上︶

２千円︶

10

参加料 １チーム３千円︵学生は

月９日︵金︶まで

に事務局の大角︵役場企画総務

２１１１︵内線２

82

お申し込み

課内︶☎

２５︶

様
様

14

社協だより

16

温かい善意ありがとう
ございます

榮一
信子

８月 日から９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︒

御崎
小西

孝子

︽ご香典の返礼にかえて︾

東神楽町
南町２丁目

稲井

今月のくらしの相談日
ご案内

︵行政相談所併設︶

15

毎月第３木曜日午後１時
半から同４時まで︑町民の
みなさんのお困り事など︑
社協相談室でご相談に応じ
ます︒今月の相談日と相談
員は次のとおりです︒

月 日
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