−

「青春を 収めるフィルムは 無限大」

キャッチ賞

（高校生の部

佐藤

可純）

・内海千樫写真展「水辺の貴公
子アオサギ」
・青少年ワークショップ写真展

○12月12日（土）〜29日（火）
・東川フォトクラブ写真展

Higashikawa 2009 December
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「青春キャッチ5・7・5」
（平成20年度入選作品）

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
○11月25日（水）〜12月10日（木）

内海千樫写真展﹁水辺の貴公子アオサギ﹂

23 Higashikawa

平成22年1月中旬
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）

美大を卒業後︑大雪山の山々に魅

※選考委員会で決定されない場合は公開抽選会を開催します
（開催日未定）

入居予定日
敷
金
連帯保証人
お問い合わせ

せられた作品を数多く描いていま

入居することはできません。

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。

旭川薬剤師会の松野前会長がふ

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、

るさとの絵を町に寄贈

の

28

す︒作品﹁ふるさと大雪山﹂は︑

※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
※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

春たけなわの旭岳と東川町内の田

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
※南団地B1は、次のいずれかの要件に該当する場合単身入居可能です。
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

▼小学生高学年 ②照井瑚佑覇③
高畠脩
▼中学生男子 優勝林詳
▼同女子 優勝照井智生瑠②岡﨑
みずほ ③小林みのり
◇団体戦
▼小学生 1・2 年生 ③東川Ａ
（窪田
優一、富田正樹、谷翔大）
▼同高学年 優勝東川Ａ
（照井瑚佑
覇、髙畠遼、山内沙菜、髙畠脩、加藤
耕平）
▼中学生男子 ②東川Ａ
（原谷隆宏、
小浜空、丸田龍、岩田光広、林詳）
▼同女子 優勝東川Ａ
（照井智生瑠、
小林みのり、岡﨑みずほ）

10

日︑旭川商工会議所副会

浴槽、給湯ボイラー、灯油タンク
※浴槽、給湯ボイラー、灯油タンクは、希望に
よっては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。

月

・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

入居者が設置するもの

西町1丁目19番

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

頭の松野和彦前旭川薬剤師会会長

・平成9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

オール電化住宅

南町1丁目7番

・1LDK（51.4㎡）
・1戸（1階中央）
・17,500円〜
46,300円

◆第１回上川管内段別錬成大会（11
月8日・旭川市大成市民センター）
▼女子 4段以上 ③由川弘美
◆第 36 回上川管内中学校新人戦
（10月24日・旭川市立東明中）
▼男子個人 ③小浜空（東川中）
▼女子団体 ①東川中
▼同個人 ③岡﨑みずほ
（東川中）
◆ 第 15 回ななかまど杯 少 年 大 会
（10月25日・旭川市総合体育館）
▼中学生団体 ①東川
▼男子中学生 ③原谷隆宏（東川）、
林詳（同）
▼女子同 ③照井智生瑠（同）、岡﨑
みずほ
▼男子小学校5、6年 ②高畠遼（同）
▼女子同 ①照井瑚佑覇（同）②山
内沙菜（同）③丸田寧々
▼男女小学 3 、4 年 ③浦崎優海音
（同）
◆第19回少年剣道東川大会（11月
3日・Ｂ＆Ｇ海洋センター）
◇個人戦

園風景を明るい空気感のタッチで

・平成4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

描いています︒

北町3丁目11番

・2LDK（66.9㎡）
・1戸（1階中央）
・21,300円〜
56,600円

【剣道】

旭岳温泉の㈱湧駒荘︵竹内隆治

他

社長︶がこのほど︑第７回日本環

の

から町に旭川市内在住の画家︑菊
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地潤子さんの油彩画作品﹁ふるさ

湧駒荘が日本環境経営大賞の

境経営大賞︵三重県︑同賞表彰委

北海道移転３度目のパ・リーグ

そ

68

初回︑稲葉選手の先制本塁打で

入居資格

そ

清流東団地A3

建築年・構造・設備等

ことです︒

③

南団地B1

間取り･戸数･家賃

同賞は二酸化炭素の排出削減に

②

北団地A3

所

対する企業︵団体︶の優秀な取り

①

場

組みを表彰するものです︒今年は

各種大会成績

●公営住宅
募集団地

12

環境経営︑環境価値創造︑ＣＯ２

お申し込みに
必要なもの

削減の各部門で全国 企業︵団体︶

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。

11

が受賞しました︒

12月1日（火）〜18日（金）
税務課収納室（役場庁舎1階4番窓口）
3戸

受付期間
受付場所
募集戸数

ターで今季２回目のパブリックビ

税務課

ューイングが行われました︒

公営住宅の入居者を募集します

と大雪山﹂︵ Ｍ号︑２００９年︶

員会主催︶のＣＯ２削減部門でＣ

制覇を果たし︑迎えたこの日は︑

を寄贈いただきました︒町では町

Ｏ２削減優秀賞を受賞しました︒

東京ドーム球場で行われた﹁日本

ＣＯ２削減優秀賞に

木造旧館建物を改築した別館浴

ハムファイターズ対読売巨人ジャ

立診療所内の待ち合いホールに展

年３月に開設した﹁ひがしかわ薬

場建設に当たって︑温泉廃湯熱を

イアンツ﹂の日本一決定第３戦︒

示しました︒

局﹂︵旭川薬剤師会経営︶のオー

ヒートポンプで回収して本館１階

会場には北海道移転２度目の〝日

町立診療所の院外薬局として今

プン記念として寄贈いただきまし

の蓄熱式床暖房︑貯湯槽の温水生

本一〟を信じて︑２００人以上が

た︒

成に利用︒重油燃料利用時に比べ

日 本シリーズでもやりました︒
パ

て年間２４２㌧の二酸化炭素排出

ギャラリーシーズ︵旭川︶の久

月３日夜︑農村環境改善セン

ブリックビューイングで必勝応援

応援に駆けつけました︒

木佐知子社長が依頼を受けて役場

量を削減した︵約 ％減︶という

を訪れ︑松岡市郎町長に手渡しま

菊地さんは旭川市出身︒武蔵野

した︒

幕開け︒勝利へのムードが盛り上

がりました︒しかし２回にはすぐ

に追いつかれ︑さらに逆転を許し

て中押しで突き放されると﹁４

し会場の町民は最後まで逆転勝利

７﹂と完敗︑残念な結果に︒しか

15

を信じ︑祈る思いで試合に声援を

様
様
様
様
様
様
様

孝之

酒井 利幸
石山サヨ子
岩本トミ子
蓼原 キミ
細川 晴美
安藤 トキ
戸田
恵

11

送り続けました︒

16

社協だより

10

温かい善意ありがとう
ございます

31

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︒

12

︽ご香典の返礼にかえて︾

新栄区
区
西町３丁目
区
西町３丁目
５南区
上富良野町

寺沢

今月のくらしの相談日
ご案内

17

毎月第３木曜日午後１時
半から同４時まで︑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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