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

平成22年12月下旬
家賃の3カ月分
入居決定後、連帯保証人として入居者と同程度以上の所得金額のある方を2人用意していただき
ます。

お問い合わせ

住まい室 ☎82-2111（内線117）
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▼小学生高学年の部 ②東川錬成館
（高畠遼、木村友紀、我部山翼、高畠
【バレーボール】
脩、猪股陽気
◆旭川選抜中学校大会（11月６日・旭 ▼中学生女子の部 ②東川中学校（照
川市立六合中体育館）
井湖佑覇、小林みのり、岡﨑みずほ）
▼同男子の部 ②同（渡辺翔太、山内
▼女子決勝トーナメント決勝
沙菜、小浜空、中内直人、宇山知希
神楽 ２−０ 東川
◆新人戦中学校大会（10月16、17日・ ◆第25回北海道スポーツ少年団剣道
旭川市立春光台中ほか）
交流大会予選会（10 月 24 日・旭川市
〔女子〕
総合体育館）
〔上川予選会〕
▼決勝トーナメント決勝
▼個人戦 ②岡﨑みずほ（東川剣龍
神楽 ２−０ 東川
会）
＝全道大会進出
【フットサル】
◆第 16 回ななかまど杯少年大会（ 10
◆第 20 回全日本少年大会旭川地区 月24日・旭川市総合体育館）
予選（11月３日・旭川市総合体育館） 〔男女混合〕
▼中学生団体 ③東川剣龍会
▼準決勝
北興 ６−２ 東川
▼同個人（女子） ②岡﨑みずほ（東川
▼３位決定戦
剣龍会）
グリンベアボーイズ５−３東川
▼小学５・６年生（女子） ①照井杜希
予（同）③浦崎優海音（同）
◆第37回上川管内中学校新人戦（10
【剣道】
月23日・旭川市立東明中）
〔男子〕
▼団体 ③東川
〔女子〕
▼団体 ①東川
▼個人 ③小林みのり
（東川）
◆第64回旭川地区体育の日記念大会
（10月11日・当麻町スポーツセンター）
▼小学生高学年 ①東川錬成館②東
第20回東川大会会場で
川剣龍会
▼中学生女子 ①東川中
◆第２回上川管内段別練成大会（ 11
月７日・比布町体育館）
【空手】
◆第 32 回北海道地区剛柔流空手道
〔男子〕
選手権大会（11 月 13 、14 日・Ｂ＆Ｇ東
▼５段の部 ②高木雅人（東川）
◆第20回少年剣道東川大会 （11月 川海洋センター）
3日・東川海洋センター）
〔形〕
〔個人戦〕
▼小学３、
４年男子 ②十河響（剛柔会
▼小学生高学年 ②高畠遼③高畠脩
東川）
▼中学生女子 ③岡﨑みずほ、小林み ▼同高学年同 ③菊地成龍（同）④山
のり
（ともに東川中）
崎祥誉（同）
〔団体戦〕
▼同同女子 ④西脇綾乃（同）、宮坂舞

花（同）
▼中学生男子 ②三宅啓太（同）
▼同女子 ③中島沙貴（同）
▼高校生男子 ①中島拓也（同）②小
池孝幸（同）③鈴木智哉（同）
▼高校・一般女子 ②小池幸栄（同）
〔組み手〕
◇団体
▼小学生高学年 ①剛柔会東川Ａ
▼中学生 ③剛柔会東川Ａ、同Ｂ
▼高校生・一般男子 ③剛柔会Ｂ

【水泳】
◆第７回北海道スポーツ少年団水泳交
流大会（９月12日・新得町営プール）
〔小学３年男子〕▼個人メドレー（ 100
㍍） ⑤鷲見圭飛▼背泳ぎ（25㍍） ①
同
〔同４年同〕▼平泳ぎ（同） ①武田好
生③山崎悠人▼自由形（50㍍） ⑤武
田好生
〔同５年同〕▼同（50㍍） ②三上航大
▼バタフライ
（同） ④同▼個人メドレー
（200㍍）③同

【訂正】
11月号の第29回上川管内スポーツ少
年団水泳交流大会の成績中、平泳ぎ３
位入賞と掲載した鷲見圭飛君は山崎
悠人君の誤りでした。お詫びして訂正し
ます。
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他

11

緊急農地再編整備事業の促進期

の

成会が設立

そ

月８日︑役場大会議室で﹁大

※詳細はお問い合せください

雪東川地区国営緊急農地再編整備

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がいる方
（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

事業促進期成会﹂の設立総会が開

・平成10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

各地区と推進本部推薦の推進委

・3LDK（80.9㎡）
・1戸（2階端）
・55,700円〜
73,500円

55

かれました︒

南町1丁目7番

人で構成され︑高橋昭典氏が

南団地B2

そ の 他

員

建築年・構造・設備等

会長に選出されました︒

間取り･戸数･家賃

規約承認︑役員選出︑本年度事

場 所

23

業計画を協議され︑本町の地区調

①

募集団地

年度概算要求で見

●家族向け特定公共賃貸住宅

査採択が国の

お申し込みに
必要なもの

各種大会成績

送られた経緯など経過︑本年度事

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（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。

30

業推進の取り組み方が報告されま

定住促進課住まい室
1戸

した︒

定住促進課

12月1日（水）〜8日（水）

受付期間
受付場所
募集戸数

アールの町内水田

特定公共賃貸住宅の入居者を募集します

現状１区画

13日㈪は作品入れ替えのため休館
30日から1月6日まで休館

ほ場を１ヘクタール以上に大区画

○14日㈫〜29日㈬
・奥田實写真展「生命樹‐TREE OF LIFE‐」
・清水重蔵写真展「水のかたち」VOL.２

化して生産性の向上とコストの低

英子様

○1日㈭〜12日㈰
・写真甲子園OB/OG展
・林忠彦受賞作品展「トオヌップ」小栗昌子
・二小親子ふれあい展

減を図り将来に魅力ある農業を実

東町１丁目19-8 ☎82-4700

現させるため早期取り組みを要望

時夫様

社協だより

東川町文化ギャラリー展示案内

するものです︒先進地視察︑事業

の調査検討︑国任への要請活動︑

受益者説明会︑意見の聞き取りも

行われるということです︒関係機

関︑組織と連携し︑調査︑着工の

月に町︑農協︑土地改良

12

早期実現を目指すことにしていま

す︒

昨年

区など関係６団体で事業実施本部

を組織し︑期成会設立準備が進め

られていました︒

﹁日中手をつなごう旭川﹂入会の

日中手をつなごう旭川

石崎

久光様

15

お誘い

大城

和男様

11

温かい善意ありがとう
ございます

17

東川町内や旭川︑近郊に住んで

坂井

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︒

２西区

石井

山口佐知子

︽ご香典の返礼にかえて︾

10

いる中国からの帰国者︑在住中国

人の方︑中国に興味がある方が集

まって交流するサークルです︵旧

同会ではお互いの交流︑支えあ

旭川在住中国人交流会︶︒

いなどを目的とした交流会を不定

東倉沼区

区

富山県

30

期に開いており︑ともに交流する

仲間を募っています︒

︱５９００

74

お問い合わせは同会事務局の武

︱１０８４︑中国語で

の連絡は張さん☎

藤さん☎

52

今月のくらしの相談日
ご案内

日

16

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︒

12

︵ともにファックスも同︶

正

11月号６ページ
「マスターズ、ねん
りんピックの各大会
で好成績続々」の記
事中、萩野豊さん
（旧姓小西さん）の
卒業校は、旭川東高
校です。お詫びして
訂正します。

月
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訂

