習会
旭川市在住の絵本作家︑堀川真

共生サロンここりん

﹁自分のとりせつ絵本づくり﹂講

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク
月に同協議会設立後︑初

お子さんとお母さん︑お父

日︵土︶午前 時か

ら午後３時まで

日時 ３月
旭川市障害者福祉センター︑

おぴった︵旭川市宮前通東４１

場所

無料

５５︶
相談料
代表の

皆川さんまで☎︵事務所︶ ￨

申し込み・お問い合わせ
８１５５ ︵要予約︑前日まで︶

生 命︵いのち ︶の貯 蓄 体 操 をご一
緒に
元気体操クラブ

いつでも元気で活動できる体力

ハーブフレンドの会

新会員を募集します
ハーブの植栽普及︑楽しい利用
方法などに取り組み︑知識の共有
などを通じて会員の親睦を深めて

ら
場所
無料

農村環境改善センター

入場料
申し込み・お問い合わせ 両瀬さ
￨２６５５

債務整理のための裁判所手続き

ん☎

の交流︑研修旅行なども行ってい

います︒併せてガーデニング作り
ます︒
出場者に贈るブーケ作り︑ハーブ
って債務の支払いが困難になる場

ど債務が増加し︑または収入が減

個人である債務者が借り入れな

旭川地方裁判所

とは？

ロードの維持管理などにも積極的

町の行事︑写真甲子園大会では︑

に参加しています︒皆さまの参加
として特定調停︑個人再生︑破産

合︑債務を整理する裁判所手続き

ハーブが好きな方ならどな

をお待ちしています︒
募集
受け付け
情によって選択することができま

話し合いで解決できるかなどの事

支払いを続けることが出来るか︑

などの手続きがあります︒今後も

年会費 ２千円

随時

申し込み・お問い合わせ 事務局

たでも

ランス調整を図り︑力を抜いて伸

呼吸法で心身のリラックスとバ
ばす運動で血液の流れを良くして
の中村さん☎ ￨６２６５︑Ｅ

づくりを目指しています︒

凝りや痛みを改善して自然治癒力

﹁日本語スピーチの会﹂を開きま

詳しくは旭川地方裁判所︵旭川
市花咲町４︶☎︵代︶ ￨６２５
１

ウナ・ヴォルコヴァさん︵ラト
債務者双方の合意に向けて調整を

員会が手続きに関与し︑債権者︑

して簡易裁判所︶によって調停委

▼特定調停 申し立て︵原則と

︹話し合いによる解決︺

ビア国際交流員︶︑外国語指導助
図ります︒合意に達した場合︑そ

東川町国際文化交流協会

手︵ＡＬＴ︶のカリン・ストロム
の決定内容に従って返済すること

す

す︒

を高めることを目的としています︒

メール sknm3765t@gmail.com

いつでも見学︑入会できます︒お
気軽にご連絡ください︒直接会場
毎週月曜日午前 時〜正

においでいただいても構いません︒
活動日

さん︑ステーシー・フジカワさん
になります︒

合意に達しない場合でも︑裁判

ら町内に在住している外国人住民

所は適切と思われる返済方法を決

８人をスピーカーに招いて︑﹁日
本語スピーチの会﹂を開きます︒

２︵平成４︶年４月２日以降生

年4月１日生まれの者②１９９

最終合格者発表 ８月

までの協会健康保険被保険者が対

の検診を受診できます︵ 歳︑
歳は子宮頸がんの単独検診可︑料
〜

歳までのご家族の方︵被

金は別途︶︒
扶養者︶は︑特定健診を受診する
ことが可能です︒検診費用は︑６
千３２５円未満の場合︑自己負担
はありません︵健診実施機関によ

お問い合わせはお勤めの事業所︑

国家公務員の採用試験ご案内
人事院北海道事務局

▼総合職︵大学卒程

年度国家公務員採用試験を実
施します︒
度︶ ①１９８３︵昭和 ︶年

試験の種類

４月２日〜１９９２︵平成４︶

○人事院が前項と同等の資格が
あると認める者▼同︵大学院卒︶
①１９８３︵昭和 ︶年４月
２日以降生まれの者で○大学
院修士課程または専門職大学院
の課程を修了した者︑ 年３月
までに大学院修士課程または専
門職大学院の課程を修了する見
込みの者○人事院が前項と同等
の資格があると認める者▼一般
︶年４月２日〜１９９

職︵大学卒程度︶ ①１９８３
︵昭和

の者②１９９２︵平成４︶年４

２︵平成４︶年4月１日生まれ

年３月までに大学卒

月２日以降生まれで○大学卒の
者および

業見込みの者︑人事院が前項と
同等の資格があると認める者○
年３月までに短大または高専

短大または高専卒業の者および
卒業見込みの者︑人事院がこれ
らの者と同等の資格があると認
める者▼同︵高校卒者︶ ①
年４月１日現在で高校または中
等教育学校を卒業した日の翌日
年３月までに高

から起算して２年を経過してい
ない者および

校または中等教育学校卒業見込
みの者②人事院が上記①と同等
の資格があると認める者
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宿の里事業の事業推進を話し合い
ました︒
年
めての年度末総会︒町内委員ら約
さんを招いて︑﹁自分のとりせつ
﹁とりせつ﹂とは︑取り扱い説

絵本づくり﹂講習会を開きます︒
明書のこと︒絵︑文字︑写真を使

席上︑松岡会長は﹁合宿の里は︑
スポーツ合宿に限らず大学ゼミ合
って︑自分のことをありのままに

人が出席しました︒

宿︑インターンシップ合宿の実現
表現する絵本を作ります︒親子で
時〜

に向けて要望︑周知活動を進めた

日︵日︶午前

い﹂と事業推進へ意欲を改めて示

対象

１丁目︶

場所 共生サロンここりん︵東町

正午

日時 ３ 月

参加するのがお勧め︒

クロスカントリースキーのナシ

しました︒
ョナルトレーニングセンター誘致︑
クロスカントリースキーの町内普
及に向けて立ち上がったスキー少
年団︑旭川市︑比布町と３ 市町で
絵本作家︑堀川真さん

さん
講師

スタートしたスポーツ合宿連携の
取り組み開始など︑これまでの取
人︵先着順︶
子ども３００円︑大人５０
共生サ

￨２６６６
午
場所 Ｂ＆Ｇ東川海洋センター
会員の

会費 ２千５００円︵月額︶
申し込み・お問い合わせ
￨３０４５︑牧野

￨２５６５︑紺野さん

さん☎

小岩さん☎

来場は自由︒お気軽にご来場くだ

定することができます︒双方から

まれで○大学卒の者および 年

異議が出なければその内容に従っ

歳の

能⑦心電図⑧胸部・胃部レントゲ

３月までに大学卒業見込みの者

日︵水︶午後６時か

ン検査︱など︒女性は 〜

歳

￨３７８９
さい︒

合格者発表７ 月２日︵火︶ ②

偶数年齢で乳がん検診︑ 〜

日時 ３月

第２次試験︵人物試験及び身体

の偶数年齢で子宮頸︵けい︶がん

お問い合わせ

ことが出来ます︒
日︵火︶までの指定する日

検査︶＝７月 日︵火︶〜同月

所管の各運輸支局でそれぞれ﹁変

ック

受診券は︑昨年 月下旬までに

って自己負担額が異なります︶︒
年金事務所に登録された被保険者
本人の住所地に４月いっぱいまで

年度健康保険料率

﹁あて所不明﹂等の理由で協会け

・１２％︑介護保険料率は１

は

に送付します︒ご家族の方の住所
今後とも保険料率を上げないた

んぽに返送される受診券は︑約

地が被保険者本人と違う場合は︑
めには︑皆さまの健康管理︑健康

営業日を経過後︑被保険者がお勤

た︒

・５５％に据え置きに決まりまし

北海道支部の

協会けんぽ︵全国健康保健協会︶

全国健康保険協会北海道支部

生活習慣病予防健診で健康チェ

または最寄りの税務署︵総務課︶

￨５０１１︵内線２３１５︶︑

２課採用担当☎０１１￨２３１

札幌国税局人事第

更﹂﹁移転﹂﹁抹消﹂の登録手続

︶

日︵水︶

住所が変わった時︑自動車を売

☎

代表︶は障害年金など公的年金の

す

82

買した時︑使用しなくなった時は︑

出は道税ホームページからも行う

談に応じます︒

人の社会保険労務士の皆さんが相

旭川市内︑近郊町で活躍する４

す︒

受給に関する無料相談会を開きま

障害年金支援の会︵皆川ゑみ子

障害年金支援の会

障害年金の無料相談会を開きま

ロンここりん☎

申し込み・お問い合わせ

０円

費用

定員

今後の計画取り組みとして①旭

り組みと活動を報告︒
岳クロスカントリースキーコース
の一部舗装︵夏季ローラースキー
トレーニング可に︶②同コース夜
間照明③同コース駐車場整備︵
年度︶④キトウシクロスカントリ
ースキーコース整備︑圧雪車︑人
工降雪機︑格納庫購入・整備⑤キ
トウシ森林公園貸し別荘ケビン新
改築︵４棟改築︑２棟建て替え︶
⑥同体験の家シャワー設備新設⑦
同レストランアルバータ改築︵室
内全面改修︶︱などを報告しまし
た︒

て返済します︒これを﹁調停に変
わる決定﹂といいます︒
︹法律に定められた手順による債
申し立て︵地

札幌国税局

お問い合わせは☎０１１￨７４

きが必要です︒
６￨１１９０

国税専門官の募集
税のスペシャリストとして活躍

おりです︒
①１９８３ ︵昭和

づくりが大切です︒事業所にお勤

年４月２日から１９９２︵平成

受験資格

②１９９２︵同４︶年４月２日

４︶年４月１日生まれまでの者

めの方︵被保険者ご本人︶は︑が

めの事業所に送付します︒

ご家族に受診券をお渡しください︒

以降生まれで大学を卒業した者
など別に定める者

ん検診を含む生活習慣病の予防健
診を受けて定期的な健康チェック

または協会けんぽ北海道支部☎

原則としてインターネ

ット申し込み①４月１日︵月︶

︵代︶０１１￨７２６￨０３５２

受け付け

をしましょう︒ご家族には︑手軽

歳

に受診できる﹁特定健診﹂をお勧

を助成しています︒ 歳から

日︵木︶まで

午前９時〜同月

受信有効︶︑アドレスは

４ 月１ 日

http://www.jinji-shiken.go.jp/ju めしています︒
協会けんぽが年１回の健診費用
ken.html
②郵送または持参

︵月︶︑２日︵火︶︵通信日付

象です︒自己負担額は最高６千８
主な検査内容は①尿②便潜血反

４３円です︵基本検査︶︒
応③血液一般④血糖⑤尿酸⑥肝機

①第１次試験＝６月９日

印有効︶
︵日︶︵基礎能力試験︑専門試

試験日

38

務の整理︺
▼個人再生手続

51

58

方裁判所︶によって再生手続き開
始決定がなされた場合︑将来の収
入によって︑債務者が法律で定め
られた限度で債務を減額して分割
支払いする計画を立てます︒
裁判所がその計画を認めれば︑

する国税専門官を募集しています︒

債務者はその計画に従って支払い
をし︑手続きに反対する債権者を

債務者の全財産を

年度の採用試験の概要は次のと

含めて残りの債務は免除されます︒
住宅ローンがあっても︑一定の条
件を満たす場合︑住宅を手放さず
▼破産手続

におくことも出来ます︒
充てても債務の返済が不可能にな
る場合︑債務者の財産を換金して
債権者に公平に分配する手続きで
す︒併せて債務の支払い義務を免
除し︑経済的な立ち直りを助ける
免責手続きを利用することもでき
ます︒

札幌道税事務所自動車税部

自動車税の住所変更はお早めに
自動車税は毎年４月1日現在自

12

26

74

験＝多岐選択式及び記述式︶︑

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

26

動車の所有者が納める道税です︒
納税通知書を正確にお届けするた
め︑引っ越しなどで住所が変わる
場合は︑札幌道税事務所に住所変

25

26

40

16

11

更の届け出をお願いします︒届け

82

85

24

53

74

58

74

74

40

36

36

58
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