飲み物︑お弁当︑軍手︑

動きやすい格好

持ち物

【ミニバスケットボール】

◆第9回旭川地区春季リーグ（4月29、30日、
5月1日・旭川市近文小体育館ほか）
▼予選リーグ女子Ｇブロック ③東川

【柔道】

◆第115回西部北海道柔道大会（5月15日・
留萌市勤労者体育館）
▼小学校3年生以下の部 ③東川町柔道スポ
ーツ少年団（須藤花恋、金子亜龍、神尾カム
ナ、須藤花凛）

５

13

東川町文化ギャラリー展示案内
東町１丁目19-8 ☎82-4700
○6月2日㈭まで
・四季の彩り展
・第15回フォーラム東川塾写真展
○6月4日㈯〜6月23日㈭
・加藤征治写真展「未知なる序章」
・第13回写団ひかりクラブ写真展
○6月25日㈯〜7月6日㈬
・東京写真月間2011北海道展
・椎名誠展（未定）
6月3日㈮、同24日㈮は作品入れ替えのため休館

Higashikawa 2011 June

20

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

総務省テレビ受信

者支援センター☎ ︱０１０１

16

社協だより

４

温かい善意ありがとう
ございます

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︒

2011 June

29 26

︽ご香典の返礼にかえて︾

１
１
１
（内線117）
定住促進課住まい室☎８２-２

32

坂口 久子様
小池 滝子様
長尾
功様
阿部 信夫様
星 るり子様

お問い合わせ

21 Higashikawa

会（5月1、3、4日・旭川ドリームスタジアム）
▼決勝
三小 5―2 東川大雪

◆ファイターズジュニア王座決定戦旭川地区
予選大会（5 月 14 、15 日・旭川市旭西橋グラ
ウンドほか）
▼準々決勝
永山西Ａ 11―0 東川大雪
◆旭川軟式野球連盟少年部春季南支部大

区
区
上岐登牛区
区
東倉沼区

入居者と同程度以上の所得金額のある方２人（保証人が２人いない場合は入居取り消し）

今月のくらしの相談日
ご案内

連帯保証人

富雄

家賃の3カ月分

16

奥山

公営住宅等入居者選考委員会を開催し、入居者を決定

６

日

金

お問い合わせ

◆第30回旭川地区少年剣道大会（5月5日・
当麻町スポーツセンター）
〔団体戦〕
▼小学生高学年の部 準優勝東川錬成会（浦

月

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号に該当する場合は入居できません

入 居 期 限 ６月末（期限までの入居が要件）
敷

﹁四季の彩り﹂展で日本写真家連

【剣道】

相談日を設けて毎月第３
木曜日午後１時半から同４
時まで社協相談室で開いて
います︒今月の相談日と相
談員は次のとおりです︒

選 考 方 法

﹁東川もりしり隊﹂﹁ひがしかわ森

・家賃の他に温水器、暖房機、調理器
のリース料（月額3,295円）が必要

１．同居親族がない単身の方
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
※詳細はお問い合わせください

他

30

【軟式野球】

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

文化ギャラリーで開催中の日本

入居資格

そ

盟・竹田会長ら来町

他

ＮＰＯ法人ねおす

の

19

づくりフォーラム﹂
のご案内

そ

写真家連盟展﹁四季の彩り﹂展

・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
・浴室（ユニットバス付き）
・物置付き、駐車場1台
・ペット不可

︵６月２日まで︶に合わせて︑５

西町1丁目9番

間取り･戸数･家賃

﹁東川もりしり隊﹂の第２回活

アヴニールⅡ

所

動〜林内観察と野草の住みかづく

①

場

日︑同連盟︵本部東京︶の竹

募集団地

月

●特定公共賃貸住宅（単身者）

田正明会長︑安井博道常任理事の

◆第 35 回全日本少年大会北海道予選道北
ブロック大会旭川地区予選（5月14、15日・旭
川市近文小グラウンドほか）
▼Ａブロック3位決定戦 東川

午前中︑キトウシ森林公園内の

【サッカー】

り﹂参加者を募集します︒

崎優海音、林弘汰、照井杜稀矛、今野嘉晴）
▼中学生の部 ③東川剣龍会（中内直人、照
井瑚佑覇、小林みのり、岡﨑照大、渡辺翔太）
【バレーボール】
◆第4回清柳林少年剣道大会（5月1日・音更
◆第１回全国ママさん冬季大会北海道予選旭
町総合体育館）
川予選会（5月1日・旭川市忠和公園体育館）
〔団体戦〕
▼Ｂブロック決勝
▼中学女子の部 ③（照井瑚佑覇＝東川剣龍
コスモス２―０ひがしかわ
◆バレー祭中学校バレーボール大会（4月23、 会、小林みのり＝東中3）
◆第 4 回札幌小・中学生剣道錬成大会（4 月
24日・旭川市立旭川中学校ほか）
17日・札幌真駒内セキスイハイムアリーナ）
▼女子決勝トーナメント
〔団体戦〕
東川 ２−０ 永山南
▼中学女子の部 ③（小林みのり＝東中 3 、照
井瑚佑覇＝東川剣龍会）

ギャラリーの年1回恒例展とな

各種大会成績

２人が来町しました︒

入居資格

１．同居または同居しようとする親族がいる方（婚約中も含む）
①北団地Ａ２は原則４人以上
②公園団地Ａ１は原則２人以上の世帯
※②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。
・1956（昭和31）年４月１日以前に生まれた方
・身体障がい等級１〜４級までの方
・精神障がい等級１〜３級までの方、知的障がい（精神障がいの程度に相当）の方
・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を除く。
２．税金等の滞納が無い方
３．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、基準額を21万4千円まで引き上げ。
・1956（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同日以前生まれの場合、または18歳未満の方がいる場合
・小学校就学の始期に達するまでの方がいる場合
・身体障がい等級１〜４級までの方がいる場合
・精神障がい等級１・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
・ハンセン病療養者の方などがいる場合

散策路の植物を観察し︑開花状況

今年の会場では︑大型のフィル

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

を確認します︒午後は子供の遊び

ムカメラを使用して撮影した会員

った同連盟の国内３ カ所の会員展

ム﹂は︑森の活動を体験するプロ

作品１９３ 点︑プロ写真家で日本

として展示視察に訪れました︒

グラムです︒﹁森のようちえん﹂

写真家協会副会長の竹内敏信氏︑

﹁ひがしかわ森づくりフォーラ

﹁森林ウォーキング﹂など森と親

場や野草生息地の笹刈りをします︒

しむメニューを用意しています︒

邦雄氏︑日本写真家協会員の清水

重蔵氏︑日本写真作家協会員の斎

周年を記

藤友覧氏の作品をそれぞれ１点ず

同連盟は来年の創立

つ展示しています︒

日本山岳写真協会名誉会長の川口

82

お問い合わせは︑ＮＰＯねおす

・大雪自然学校☎ ︱６５００

日︵日︶午前９時半

12

▼﹁東川もりしり隊﹂

日時 ６ 月

キトウシ森林公園︵物産セ

25

〜午後２時半

場所

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
※浴槽、灯油タンクは前入居者が使用していた
ものを使用することができます。

念して︑発足以来初の﹁四季の彩

東町2丁目15番

・3DK（50.0㎡）
・1戸（中央）
・8,400円〜
14,000円

他

り﹂第１回公募展の作品募集を今

・3LDK（76.4㎡）
・1戸（2階中央）
・24,100円〜
54,200円

の

ンター集合︶

北町3丁目10番

そ

参加費 無料

建築年・構造・設備等
・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
・ペット不可
・昭和50年
・木造平屋建て
・物置なし、駐車場なし
・ペット不可

年８月に行うということです︒入

公園団地A1

間取り･戸数･家賃

持ち物 飲み物︑お弁当︑タオル︑

②

北団地A2

所

賞︑入選作品のうち︑審査員特別

①

場

賞の受賞者︵４点︶には︑前記４

募集団地

氏の作品を副賞として贈呈を予定

●公営住宅

動きやすい服装と靴︑帽子

申し込みに
必要なもの

25

しています︒

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．地方税の滞納がないことを証明する書類（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。

日︵日︶午前９時半

3戸

▼﹁ひがしかわ森づくりフォーラム﹂

定住促進課住まい室

数

日時 ６ 月

所

戸

キトウシ森林公園︵物産セ

場

定住促進課

〜午後２時

6月1日（水）〜同月10日（金）

場所

間

ンター集合︶

期

参加費 無料

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募集

