ど︒捕虫網︑ハチを入れる容器

はお貸しできます︶
カードには﹁地域支援券﹂︵

買い物券として利用できます︶︒

円相当︶も付いています︒満点に

なったカードの支援券部分を切り

離し︑支援したい団体に持参する

と︑１枚について 円分の活動資

金支援に貢献できるというもの︒

この支援券費用負担は︑町が補助

金として各種団体の活動費を応援

する仕組みです︒

応援できる各種団体は︑町内で

活動する教育団体︑子育て支援団

体︑老人福祉団体︑スポーツ少年

団︑青少年団体など︒商工会に登

様

様

社協だより

治子

様

Higashikawa 2010 April

お渡しください︒団体の方がこの

券を商工会に持参すると︑１枚に

ついて現金 円分の活動費用が各

中田

敏

直子

15

30

温かい善意ありがとう
ございます

青木

２月 日から３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︒

中村

︽ご香典の返礼にかえて︾

区

区

西区

16

団体に支払われます︒

店舗︒加盟店にはポイント

スタート時の登録加盟店は現在

町内

カードの利用可能がわかるようの

ぼり旗が出ています︒商工会では

﹁ももんカード﹂で商店街活性化

を︱と普及を進めることにしてい

ます︒

お問い合わせは東川町商工会☎

︱２７５０

17 26 25

35

36

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

場所 キトウシ森林公園

集合場所 ＮＰＯ法人ねおす﹁大

申し込み・お問い合わせ ＮＰＯ

法人ねおす☎︵ＦＡＸ兼用︶

雪山自然学校﹂事務所前

参加費 無料

Eメール

︱６５００

捕虫網︑ハチを入れる容器︵ペ

持ち物 動きやすい服装︑帽子︑

物をして︑さらに地域で活動して

daisetsu@neos.gr.jp

いるお好きな団体の活動資金も応

ットボトル︑フィルムケースな

東川町内の加盟店でお得なお買

援することができるというもので

ポイントためてお得なお買い物！ 地域の活動も応援

い物ができるようになりました︒

○
﹁ももんカード﹂
新 スタート

ポイントをためてお得なお買い物︑

2010 April

今月のくらしの相談日
ご案内

定住促進課住まい室 ☎82-2111

録するだけで︑地域支援を受ける

入居者と同程度以上の所得金額のある方２人

ことができるようになります︵町

37 Higashikawa

平成22年4月下旬
家賃の3カ月分

仕組みは簡単︒町内の加盟店で

入居予定日
敷
金
連帯保証人
お問い合わせ

海道大会道北地区予選（２月６日・旭
川市総合体育館）
▼決勝
富良野大角ボーイズ２−０東川スーパ
ースターズ

す︒

※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）。

15

久保ミチ子

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。

【ドッジボール】
◆第19回春の全国小学生選手権北

82

３月号広報４ページに掲
載の「これからのまちづく
りを考えるフォーラム」記
事中、シンポジスト出席者
の中に、浜辺啓東川町観光
協会長が記載漏れしていま
した。お詫びして追加いた
します。

日

入居することはできません。

さらに町内の団体も応援できる

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、

﹁ももんカード﹂です︒３月 日︑

の

内の公益的活動団体だけ︒個人活

そ

30

30

お詫び

4月

※詳細はお問い合わせください

82

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︒

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）1956（昭和31）年4月1日以後に生まれた単身の方
（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

動は登録できません︶︒

※家賃のほかに温水器、暖房機、調理器のリー
ス料金（月額3,295円）が別途必要です。

◆旭川ナナカマドライオンズクラブ創
立 20 周年記念ナナカマドライオンズ
クラブ杯少年大会（ 2 月 14 日・比布
体育館）
▼小学生高学年 ③東川Ａ
【ミニバスケットボール】
◆旭川地区冬季リーグ（2 月７日・当
麻小体育館）
▼女子 ④東川

買い物すると︑１００円のお買い

・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

そ の 他

20

物ごとに１ポイントが貯まります︒

西町1丁目9番

・1LDK（39.0㎡）
・1戸（1階端）
・31,600円〜
41,700円

建築年・構造・設備等
・平成11年
・鉄筋コンクリート造り2階建て

町内加盟店を対象にスタートしま

西町団地
アヴニールⅡ

間取り･戸数･家賃

した︒

①

場 所

満点ポイントが貯まったカード

募集団地

【剣道】

の﹁地域支援券﹂部分を切り離し︑

●単身者用特定公共賃貸住宅

◆第９回シニア年代別大会旭川オー
プン（２月 11 日・旭川私立大成市民
センター）
▼男子 125 歳 ③金沢重美・庄内
東出男（東川協会）

カードは５００ポイント︵１枚当

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

各種大会成績
【バドミントン】

たりの満点ポイント数︶ごとに︑

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
（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。
①1956（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

町内商店街振興の磁気ポイント

・平成3年
・セラミックブロック造り2階建て
・浴室（ユニットバス付き）
・物置付き、駐車場1台

写真展
○4月22日（木）〜5月23日（日）
・星野道夫写真展「極北の生命」
※4月21日は展示入れ替えのため
休館。

カードシステムとして東川町商工

※家賃のほかに温水器、暖房機、調理器のリー
ス料金（月額6,510円）が別途必要です。

切り離した券部分を皆さんが活動

北町3丁目10番

・2LDK（76.4㎡）
・1戸（1階中央）
・24,100円〜
57,100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

そ の 他

応援したい︑と思っている団体に

北町2丁目7番

・3LDK（78.8㎡）
・1戸（1階端）
・26,600円〜
70,400円

建築年・構造・設備等
・平成17年
・鉄筋コンクリート造り2階建て

加盟店で１枚５００円分の買い物

北団地A2

間取り･戸数･家賃

が可能になるというものです︵お

②

西団地A3

場 所

会︵藤田裕

募集団地

東川町文化ギャラリー
東町１丁目19-8 ☎82-4700
○4月１日（木）〜20日（火）
・第26回日本の自然（全日本写
真連盟）、第26回北海道報道

三会長︶が

●公営住宅

写真の町ギャラリー展示案内

新たに導入

お申し込みに
必要なもの

し ま し た︒

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
※下線のついている書類は、定住促進課住まい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。

カードでお

定住促進課

4月1日（木）〜16日（金）
定住促進課住まい室
3戸

受付期間
受付場所
募集戸数

①

得なお買い

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

