回協会結成バレーボール大
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写真の町ギャラリー展示案内
東川町文化ギャラリー
東町１丁目19-8 ☎82-4700
○１月28日(木)〜２月16日(火)

・荻田泰永写真展「北極を行く」

・丹頂写真塾・彩2010／グルー
プ写楽・摩周逍遥 合同写真
展
・ワークショップ2009東川写真
塾作品展
○２月19日（金）〜３月29日（月）
・森山大道写真展「北海道―第
２章／展開」

各種大会成績
【バドミントン】
第 42 回北海道高校新人大会旭川

地区予選会兼ゴーセン杯大会（昨年
12 月 19 、20 日・旭川市総合体育館
ほか）
▼女子シングルス２部 ③鈴木ひとみ
（東川高）
◆第４５回旭川地区教職員大会（昨
年12月５日・旭川実業高校体育館）
▼男女子混合１部 ⑤増田朋晃・前
山口 明日香） 佛理恵（旭川東栄高・東川養護学校）

「つくろうよ みんなのえがお 守るまち」

キャッチ賞

（小学校低学年の部

Higashikawa 2010 February
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第

会を開きます

日 ︵ 日 ︶ 午 前９ 時

21

24

東川町バレーボール協会

２月

45

日時

場所 Ｂ＆Ｇ海洋センター

︵開会式︶︑同８時 分主将会議

2010 February

対象 一般男女︵中学生以上︶

税務課収納室 ☎82-2111（内線122）

参加料 １チーム3千円︵学生チ

入居者と同程度以上の所得金額のある方２人

「青春キャッチ5・7・5」
（平成20年度入選作品）

ーム2千円︶

17 Higashikawa

平成22年2月下旬
家賃の3カ月分

申し込み・お問い合わせ ２月

入居予定日
敷
金
連帯保証人
お問い合わせ

日︵金︶までにバレーボール協

※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）

会事務局︵役場企画総務課内︑

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。

技に出場します︒日本人離れした競
技感でメダル獲得に近い選手と評価
されています︒
３ 人はいずれも町内に関係のある
選手です︒夏見︑石田両選手は︑例
年旭岳合宿で練習し︑実力をつけて
きました︒竹内選手はご両親が旭岳
温泉で旅館を経営されています︒

入居することはできません。

㌢㍍︑長さ７㍍︶

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、

85

82

頑張れ！ バンクーバー五輪代表 夏
石田︑竹内３選手
―見︑

浴槽、給湯ボイラー、井戸ポンプ、灯油タンク
※浴槽、井戸ポンプ、灯油タンクについて、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。

大角☎ ︱２１１１︵内線２２

入居者が設置するもの

※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

の

網走市出身の夏見選手は３大会連
続出場︑網走管内美幌町出身の石田
選手は︑２大会連続でメダル獲得に
挑みます︒得意のクラシカル走法ス
プリント種目は五輪で初めて採用さ
れた種目︒メダル獲得への期待が高
まっています︒
旭川市出身の竹内選手は３度目の
連続出場︒スノーボードアルペン競

※家賃のほかに温水器、暖房機、調理器のリー
ス料金（月額5,565円）が別途必要です。

５︶︶
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そ の 他

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

その他 試合方式︑チーム編成は
カナダ・バンクーバー冬季五輪の
男女別６人制リーグ戦
日本代表として出場する夏見円選手
︵ ︶︑石田正子選手︵ ︶＝とも
に旭川大学高校卒︑ＪＲ北海道＝︑
社会人講座のご案内
竹内智香選手︵ ︶＝クラーク記念
中小企業大学校旭川校
国際高校卒︑ロイズ＝の３人を応援
日時 ３月４日︵木︶︑５日︵金︶
する大たれ幕が１月 日︑役場と道
場所 中小企業大学校旭川校︵旭
の駅・ひがしかわ道草館の町内２カ
所に登場しました︒

・昭和50年
・簡易耐火構造平屋建て
・物置無し、駐車場無し

川市緑が丘東３条２丁目︶

東町2丁目15番

・3DK（50.0㎡）
・1戸（1階端）
・8,400円〜
14,400円

・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

対象 社会人経験 年以内の方
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役場正面に登場した応援たれ幕︵幅

入居資格

そ

公園団地A1

北町2丁目6番

講座 ﹁若手の人間関係力講座﹂

②

西団地A4

・2LDK（65.9㎡）
・1戸（1階端）
・22,400円〜
59,400円

建築年・構造・設備等
・平成18年
・鉄筋コンクリート造り2階建て

さん

①

間取り･戸数･家賃

講師 社会保険労務士︑越膳恵子

26

●公営住宅
場 所

み︶

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。

募集団地

10

31

税務課

2戸

お申し込みに
必要なもの

受講料 ２万３千１００円︵税込

65

2月1日（月）〜2月12日（金）
税務課収納室（役場庁舎1階4番窓口）

受付期間
受付場所
募集戸数

︱１２００

公営住宅の入居者を募集します

☎

様

15

︵担当︑伊藤さん︶

様

1

お問い合わせ

16

社協だより

12

温かい善意ありがとう
ございます

智子

様

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︒

明美

岩田

久田真佐子

宮﨑

︽ご香典の返礼にかえて︾

北町３丁目

北町３丁目

東町1丁目
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今月のくらしの相談日
ご案内

日 山口佐知子

くらし
・
ネットワーク

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

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

２

