０５２

お問い合わせ

﹁春のぽこりぽこり﹂講演会

川村さん☎
│５

について︑改正前の税率を適用す

るなど経過措置が講じられていま

す︒詳しくは国税庁のホームペー

ジをご覧ください︒
によって６月２日︵月︶︑同月９

︵予定︶︒応募締め切りはコース

期体験研修の参加者を募集してい

体験訪問先はアメリカ︑イギリ

ます︒

ス︑カナダ︑シンガポール︑サイ

パン︑セブ島︑フィジー島など

コース︒期間は訪問先によって異

日まで８

10

万８ 千 円 か ら
万８ 千 円

65
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参加費用はコースによって異な

り︑

お問い合わせ︑申し込みは︑国

日︵月︶︒

際青少年研修協会︵東京都品川区

西五反田７│15│４︑第三花田

ビル︶☎０３│６４１７│９７２

４

25

36

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

会︑健康と音楽講座を開きました︒

旭川音楽療法研究会事務局長の

菅野龍雄さんが今年も来町︒﹁笑

うと治ゆ力と免疫力が高まるん

ですよ﹂﹁指と脳は繋がっている

http://www.nta.go.jp/

なり７月 日から８月

12

82

叢舎

日間から最長 日間︒○相互交流

18

米国出身の詩人・作家・エッセ

小学生から高校生の夏休み短期

28

から︑指を動かし運動しましょう﹂

と軽妙な語り口で笑いを誘い︑音

海外体験のご案内

○ボランティア・生活体験︑英語

イスト︑アーサー・ビナードさん

研修○自然体験︱の３コースがあ

︵東京在住︶を初めて迎えて﹁春

︵公財︶国際青少年研修協会

楽を交えて手︑指体操を指導しま

︵公財︶国際青少年研修協会

した︒

す︒

ります︒

のぽこりぽこり﹂講演会を開きま

来町５年目︒毎年開く講座は人

︵東京︶は夏休み期間中の海外短

【スキー】
▼高校一般女子 ②羽吹麻子（東川大雪スキー少
◆第3回暑寒別岳GSL大会（３月16日・暑寒別岳ス
年団父母の会）
キー場）
▼中学男子 ①石倉瑶太（井ノ沢レーシング）
▼中学男子 ①石倉瑶太（井ノ沢レーシング）③杉
▼50歳以上男子 ③高木雅人（写真の町東川レー
山太一（東川大雪スキー少年団）
シング）
▼55歳〜65歳未満男子 ①高木雅人（写真の町
東川レーシング）
【クロスカントリースキー】
◆第39回スポーツハウスカップ決勝大会（３月２
◆第15回あさひジュニアクロスカントリースキー大
日・朝里川温泉スキー場）
会 （３月１日・士別市朝日クロスカントリースキー
▼中学男子 ①石倉瑶太（井ノ沢レーシング）
コース）
◆古川年正杯（２月23日・枝幸三笠山スキー場）
▼小学１・２年生男子 ①石原德（東川ＸＣ少年
▼中学男子 ②石倉瑶太（井ノ沢レーシング）
団）
◆えさし三笠山チャレンジカップスキー大会（２月
◆第37回当麻クロスカントリースキー大会（２月23
22日・枝幸三笠山スキー場）
日・当麻開明清水山クロスカントリースキーコース）
▼Ｕ14（2000、2001生まれ） ①杉山太一（東川
▼小学２年男子 ③石原德（東川ＸＣ少年団）
大雪スキー少年団）
◆第26回セルジュラング杯GSL大会（２月22日・フ
ラノスキー場）
▼小学２年女子 ②羽吹有奈（東川大雪スキー少
年団）
▼同３年同 ②谷玲亜（東川大雪スキー少年団）
③松井乃（井ノ沢レーシング）
◆第15回和寒東山ＧＳＬ大会（２月16日・和寒東
山スキー場）
▼幼児男子 ③佐藤孝祐（東川町幼児センター）

﹁今ニモマケズ﹂と題して︑つ

日まで

社協だより

日から３ 月

温かい善意ありがとう
ございます

２月

にご寄付をいただきました方

各種大会成績

気を呼び︑菅野さんのファンが会

で中原中也賞︑エッセイ集﹁日本

れづれの話題を語ります︒

はい︑

語ぽこりぽこり﹂︵同︶で講談社

場に大勢増えました︒

知症が始まってますよ﹂﹁左手と

エッセイ賞を受賞など︒テレビ番

詩集﹁釣り上げて﹂︵小学館刊︶

右手で違う動きをしましょう﹂と

組・サンデーモーニング︵ＴＢＳ

章子様

は次のとおりです︒

小西

15

10

﹁キツネと鳩を指で作って︱︒

グー︑チョキ︑パー︒いつまでも

制作︶ゲスト出演など多方面で活

東町２丁目

︽ご香典の返礼にかえて︾

16

秒以内でできない人は認

若々しく脳の働きを保つ運動を伝

躍しています︒

号北 ︶

日時 ４月７ 日︵月︶午後６時半

から

場所 叢舎︵西

29

授しました︒

東川９条の会

映画上映会を開きます

豊様

滿里様

2014 April

髙橋

37 Higashikawa

安井

他 ／入居申込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いて入居者を決定します。
入 居 期 限 ／４月末日
（期限までの入居が要件）
敷
金 ／家賃の3カ月分
連 帯 保 証 人 ／入居者と同程度以上の所得金額のある方２人
（保証人２人がいない場合は入居取り消しになります）
お問い合わせ ／住まい室（内線115、116）

46

区

の

10

南町２丁目

１．同居する親族がいる方
・原則４人以上
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

東川９条の会主催はドキュメン

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

叢舎の

・給湯温水ボイラー
・調理器（LPガス）・暖房機（灯油・
ＦＦ式）は各自用意。
・自治会管理の共同灯、ポンプ電気代、
除雪費用は別途。

申し込み・お問い合わせ

他

82

入場料 ５００円︵要予約︶

・平成9年
・鉄筋コンクリート造り２階建て
・ユニットバス付き
・物置付き、駐車場１台
・ペットは認められません

の

分︑

・１戸（2階）
・51,500円〜
90,900円

そ

タリー映画﹁標的の村﹂︵

建築年・構造・設備等

│４４１６

南町１丁目7番

戸数･家賃

澤田さん☎

入居資格

そ

所

２０１３ 年琉球朝日放送制作︶上

①

南団地B1
3LDK（80.9㎡）

場

映会を開きます︒

募集団地

雄

●特定公共賃貸住宅

富

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、一定の要件（60歳以上等）に該当する場合に限り単身での入居が可能
※上記団地②、③、④については原則３人以上
２．税金等の滞納がない方
３．法の規定により算出した月額所得（世帯全員分）が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、月額所得（世帯全員分）が21万4千円以下となります。
・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が同年４月１日以前生まれまたは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級から４級までの方がいる場合
・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
・ハンセン病療養の方などがいる場合

お気軽にご相談ください︒秘

山

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

91

﹁くらしの相談﹂
をご利用
ください

西町1丁目20番

４月から 消 費 税が８％になりま

・1戸（1階）
・19,600円〜
48,600円

・平成９年
・調理器（ＬＰガス）、暖房機（灯油）
・セラミックブロック造り2階建て
は各自用意。
・ユニットバス付き
・自治会管理の共同灯、ポンプ電気代、
・物置付き、駐車場1台
除雪費用は別途。
・ペットは認められません

北町2丁目7番

時︑

・家賃のほか温水器、暖房機、調理器
のリース料（月額6,000円程度）を負
担。自治会管理の共同灯、ポンプ電
気代、除雪費用は別途。

日︵土︶午前

・1戸（2階）
・22,100円〜
58,600円

・平成1５年（オール電化住宅）
・鉄筋コンクリート造り2階建て
・ユニットバス付き
・物置付き、駐車場1台
・ペットは認められません

密は守られます︒社協相談室で

・調理器（LPガス）、暖房機（灯油・
ＦＦ式）は各自用意

随時お受けしますので︑事前に

・平成26年
・木造平屋建て（ロフト付き）
・ユニットバス付き
・物置付き、駐車場2台
・ペットは認められません

10

総務省

西町3丁目7番

・1戸（1階）
・28,300円〜
75,000円

・調理器（LPガス）、暖房機（灯油・
ＦＦ式）は各自用意

ご連絡をお願いします︒今月の

・平成26年
・木造平屋建て（ロフト付き）
・ユニットバス付き
・物置付き、駐車場2台
・ペットは認められません

地方税法等改正法に基づく消費

西町3丁目7番

・1戸（1階）
・24,500円〜
65,100円

日時 ５ 月

他

10

した

の

奥

清流東団地A1
３LDK（66.56㎡）

そ

相談員は次のとおりです︒

④

西団地A1
２LDK（67.2㎡）

建築年・構造・設備等

って︑４月１日から消費税は８％

③

戸数･家賃

税率︵国︑地方︶の引き上げに伴

②

清流団地A3
２LDK（75.07㎡）

所

資産譲渡等のうち︑一定のもの

①

清流団地A4
１LDK（65.10㎡）

場

に引き上げになりました︒

募集団地

午後２時︑同６時半の３回

●公営住宅

フレンドシッ

お申し込みに
必要なもの

場所 農村環境改善センター

5戸

大人千２００円︵前売り

募集戸数

観賞料

定住促進課住まい室

券千円︶︑大学生・障がい者５

受付場所

００ 円︑高校生以下無料

4月1日㈫〜同月11日㈮

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（25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います。
※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。

チケット取り扱い

受付期間

定住促進課

プながさわ︑こども冨貴堂

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

