な運動です︒お気軽にご参加くだ

さい︒
人数︑勤務年数︑居住年数︑ロー

０ 万円︶など︑扶養している子の

︹天候︑自然条件に注意︺

１９︵直通︶

社協だより

温かい善意ありがとう
ございます

順子様
博子様
三男様
勝美様
一朗様
勝様

14

Higashikawa 2011 February

18

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

６人制︶

参加料 1チーム３千円︵学生チ

変わります︒お問い合わせは旭川

ン返還負担率の算定用件によって

める

︱５２４１

16

○目的地の気象状況を事前に確か

まで︒

伊藤
太田
花釜
永谷
小西
山﨑

昨年 月 日から１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︒
︽ご香典の返礼にかえて︾

西町１丁目
北町２丁目
南町３丁目
埼玉県
南町２丁目
区

今月のくらしの相談日
ご案内

12

毎週火曜日午前９時から1時間︑

西部地区コミュニティセンターで

一酸化炭素中毒にならないよう

○車︑テントの中で暖を取る時は︑ 支店国民生活事業☎

23

ームは２千円︶

締め切り ２月８日︵火︶

ガ教室も開いています︒

月３回のサークル︒引き続いてヨ

定住促進課内︶☎ ︱２１１１

に換気に気をつける

︹事前の準備︺

ー）
▼中学生女子１年 ③中島沙貴（剛柔
会東川）
26

入会時の入会金は５００円︵初

回のみ︶︒以後会費として月額３

常時着用

○船釣り︑磯釣り時は救命胴着を

非常食︑救急箱を忘れずに

○携行品は︑呼子の笛︑懐中電灯︑

千５００円必要です︒体験希望は

いつでも受け付けています︵初回

千円︑２回目以降は1回につき千

３００ 円︶︒

【空手】
◆第24回旭川地区会長杯選手権大会
（1月16日・旭川市大成地区市民センタ

申し込み 事務局・矢ノ目︵役場

︵内線１１６︶

さわやかリズム体 操で健 康アッ

プしましょう

さわやかリズム体操会

スポーツ選手︑学生︑ビジネス

元気で健康な毎日を維持するた

マンの能力向上︑医療の補助療法︑

国の教育ローン制度のご案内

を必ず連絡

め実年世代の主婦の方が集まって

○単独行動は避ける

導員２級指導員︶☎０８０︱３２

○家人︑知人に目的地︑帰宅時間

毎週1回リズム体操をしています︒

介護予防など体力向上にも幅広く

寄らない︵今冬は湖沼の氷が例

月の途中からでもお気軽にご参加

年に比べて薄くなっています︶

○ワカサギ釣りは氷の薄い所に近

申し込み︑お問い合わせは︑

効果があるといわれます︒

﹁陽だまりヨガスタジオＹＵＩ∞

ください︒１カ月ごとに運動メニ

つでも受け付けています︒

ゆい﹂のゆいさん︵ゆる体操準指

ューが新しくなります︒見学はい

日時 毎週火曜日午前９時半から

１時間

2011 February
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旭川市立朝日小体育館ほか）
▼小学4年決勝
旭末広北5―4東川

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︒

19 Higashikawa

・旭正写真愛好会作品展
・第61回アサヒ全北海道写真展
○12日（土）〜3月7日（月）
・第11回上野彦馬賞作品展
・2010ストリートギャラリーグランプリ展
11日（金）は入れ替えのため休館

17

日本政策金融公庫旭川支店

受け付け、お問い合わせは住まい室（内線117）

東町１丁目19-8 ☎82-4700
○10日（木）
まで

３４︱９８０４︑Ｅメールは

家賃3カ月分

金

場所 Ｂ＆Ｇ海洋センター２階

入居者と同等以上の所得金額のある方2人（保証人がいない場合は入居決定を取り消します）

敷

東川町文化ギャラリー
展示案内

富雄

連帯保証人

▼準決勝
旭広陵6―1コンサドーレ旭川
◆第 18 回ふじ・ウェスタン杯少年大会
決勝トーナメント
（昨年 12 月 18 、19 日・

奥山

●入居決定時に必要となるもの

【フットサル】
◆第8回Ｕ‐14旭川地区ジュニアユース
大会兼全道Ｕ‐14 旭川地区予選（昨年
12月26日・旭川市立光陽中体育館）

日

※期限内に入居することが要件

各種大会成績

２月

平成23年2月下旬

国の教育ローンは︑高校︑大学︑

入 居 期 限

荒川由佳理さん︵エアロビ

公営住宅等入居者選考委員会で入居資格、住宅困窮度合などを審査、検討して決定します。

講師

選 考 方 法

短大︑専修学校︑各種学校などに

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。

yui-yoga@uum.jp

他

入学︑在学する子弟をお持ちのご

の

月額千円

そ

クスインストラクター︶

●その他

会費

（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
※詳細はお問い合わせください。

家庭を対象にしている教育資金融

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

厳冬期の釣り事故防止を

・平成11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

資制度です︒

他

上川総合振興局

の

15

冬季間の釣りは︑天候の急変に

そ

ル︑運動靴︑飲料水を用意

南町1丁目6番

・3LDK（80.9㎡)
・1戸（2階端）
・56,300円〜
74,400円

建築年・構造・設備等

その他 運動しやすい服装︑タオ

間取り･戸数･家賃

融資額は学生︑生徒１人につい

南団地B3

所

て３００万円以内︵今後1年間に

①

場

よって命にかかわる危険な事故が

募集団地

起きやすくなります︒事故を未然

●特定公共賃貸住宅（家族向け）

年以内です︒

入居資格

（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入居が可能です。
①1956（昭和31）年4月1日以前に生まれた方
②身体障がい等１級から４級までの方
③精神障がい等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
※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
※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同年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戦傷病者、原爆被爆者、海外からの引揚げ者、ハンセン病療養者、ＤⅤ被害者に該当する方がいる場合

利用できる方の年収上限額など

町内に住所または勤務地を有する方、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

の条件は︑子供一人世帯︵年齢︑

・昭和50年
・簡易耐火構造平屋建て
・物置、駐車場なし

46
入居者が設置するもの
浴槽、給湯ボイラー、井戸ポンプ、灯油タンク
※上記物品について、前入居者が使用していた
ものを使用できる場合があります。詳細はお問
い合わせください。

必要となる費用が対象︶︒返済期

東町2丁目15番

・3DK（50.0㎡）
・1戸（1階中央）
・8,400円〜
14,300円

他

間は

・平成5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

の

に防ぐために事前の準備や細かな

北町3丁目10番

・3LDK（70.1㎡）
・1戸（2階端）
・22,700円〜
60,100円

そ

情報収集を心がけ︑安全に楽しみ

北町3丁目10番

・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

ましょう︒ごみは必ず持ち帰りま

公園団地A1

建築年・構造・設備等

・3LDK（76.4㎡）
・1戸（1階中央）
・24,100円〜
57,100円

しょう︒

③

北団地A4

間取り･戸数･家賃

就学の有無を問わず︶の所得水準

②

北団地A2

所

が７９０万円︵事業所得者は５９

①

場

お問い合わせなどは保健環境部

募集団地

82
環境生活課道民生活係☎ ︱５９

●公営住宅

︱３３４６

お申し込みに
必要なもの

ゆるサークル東川

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（22年１月１日現在町内に住所があった方は同意書で可）
５．世帯全員分の住民票（町外の方のみ）※本籍地の表示は不要
６．その他必要と認める書類
７．印鑑
※下線のついている書類は定住促進課窓口でお渡ししています。ホームページからもダウンロードできます。
※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。

お問い合わせ 金山☎︵自宅︶

2月1日（火）〜10日（木）

﹁ゆる体操﹂
で美容と疲労回復

受付期間

定住促進課

ストレス︑疲労で固まった体を

4戸

ほぐし︑健康増進︑ダイエット︑

募集戸数

美容︑アンチエイジングに効果的

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

