│５９９２

春の山菜採りの心構え

所健康推進課健康支援係☎︵直︶

①家族に行き先︑帰宅時間を知

お互いに声をかける③目立つ服装

の５つを心掛けましょう︒

で④携帯電話︑非常食︑クマよけ

のの︑今後どうしたらいいかわか

用の鈴やラジオを携行する⑤迷っ

らない﹂など︑多様な相談に応じ

北海道

た時は体力の消耗を避け︑捜索隊

Higashikawa 2014 May
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上川保健所

春の山菜採りシーズンが到来し

を待ち︑発見されやすいよう視界

らせる②山野は２人以上で入山し︑

ました︒林野に入る場合は︑たば

の開けている場所︑野宿に適した

精神保健相談は︑毎月第２水曜

この吸い殻ポイ捨てをしないなど

場所に移動しましょう︒

ています︒

入山マナーを守り︑行き帰りの交

日午後１時半から同４時まで︑上

こころの相談は︑平日の毎日

通安全にお気を付けください︒

川保健所で精神科医師が相談に応

分から午後５時︶同

じます︵要予約︑無料︶︒

︵午前８時

46

調理師試験の願書受け付け

日︵木︶

日︵木︶午後１時

28

市︑辰野勇代表︶が共同企画で製

に実施する

品開発した多目的フィールドウェ

験を受け付けます︒

26

保健所保健師が電話または面接で︒

45

年度調理師試験の受

のモンベル店舗から同時新発売︑

実施日 ８ 月

半から同４時

28

上川保健所は︑８月

大雪ひがしかわ店でも販売開始し

24

アの商品第一弾がこのほど︑全国

ました︒

︶年にオープ

試験地 旭川市内︵受験票で通知︶

２０１２︵平成

ンした東川店開業を機に企画し︑

日現在︑従事

資格 ２ 年間以上調理の業務に従

事した者︵５月

昨年の東川町農協てっぺん祭りで

【剣道】
◆第５回地域交流剣道大会（３月30
日・東川町Ｂ＆Ｇ海洋センター）
◇個人戦

試作品を披露︑製品化しました︒

【水泳】
▼中学生の部 ①窪田和弥（東川剣
◆第19回オホーツク春季水泳大会（4
龍会）②岡﨑照大（同）③照井杜稀矛
月6日・紋別市健康プールステア）
（同）
◇背泳ぎ
◆第５回ナナカマドライオンズクラブ
▼小学３年女子（25㍍） ①関いこ 杯少年剣道大会(２月16日・東神楽町
い（東川町水泳少年団、以下同）
総合体育館)
▼高校生男子（50㍍） ①藤巻倫太
◇団体戦
郎
▼小学生低学年の部 ②東川錬成館
▼同（100㍍） ①藤巻倫太郎
（窪田慎二、小坂翔太、及川沙南、木村
◇バタフライ
咲太、七尾太地）
▼小学３年女子（25㍍） ②関いこ ▼中学生の部 ①東川（照井杜稀矛、
い
木村友紀、岡﨑照大、久保田和弥、今
◇平泳ぎ
村侑平）
▼小学３年女子（25㍍） ②関ひより
◇自由形
▼小学３年女子（25㍍） ②関ひより
▼中学男子（100㍍） ①鷲見圭飛
◇個人メドレー
▼小学６年女子（100㍍） ②関息吹
▼中学男子（200㍍） ②鷲見圭飛

山菜採りの事故を防ぐため︑次

2014 May

各種大会成績

23

相談︑お問い合わせは︑同保健

23 Higashikawa

した施設︑パート・アルバイト

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 ／5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
（２人の保証人が居ない場合は入居取り消し）
お問い合わせ ／定住促進課住まい室 ☎（内線115、116）

で従事した場合の勤務日数など

の

農作業用など仕事着としての耐

１．同居する親族が4人以上いる方
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）
・⑦は子育て支援目的型住宅のため、子が18歳に達するまでの期限付き入居物件です。景観配慮に関する協定が必要です。

久性︑機能性に︑本格的な多目的

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

社協だより

・家賃のほかに温水器、暖房器のリース料月額
5,000円程度。
・調理器（ＩＨ）は各自用意。
・一戸建て住宅

日︵月︶〜同月

・平成20年
・木造平屋建て（ロフト付き）
・物置付き、駐車場2台
・ペットは認められません

の規定は要問い合わせ︶

西町5丁目5番

・1戸
・49,100円〜
102,400円

受付期間 ５ 月

・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

12

アウトドア用品としての機能性︑

南町1丁目7番

・1戸（2階）
・51,500円〜
90,900円

デザイン性をプラスした多用途ア

他

23

温かい善意ありがとう
ございます

の

・ガス調理器、給湯温水ボイラー、灯油暖房
・調理器（ＬＰガス）、暖房機（灯油ＦＦ）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

15

日︵金︶︵郵送の場合は消印

そ

建築年・構造・設備等

有効︶

入居資格

そ

戸数･家賃

16

ウターウェア︒防水性に優れたレ

西町5丁目団地A1
⑦ （子育て支援住宅）
４LDK（89.7㎡）

所

受験手数料 ６千９００円︵北海

南団地B1
⑥
３LDK（80.9㎡）

場

３ 月 日から４月 日まで
にご寄付をいただきました方
は次のとおりです︒

募集団地

夫

●特定公共賃貸住宅／地域優良賃貸住宅

文

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①②③は原則４人以上、④⑤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

道収入証紙を貼付︶

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

17

︽ご香典の返礼にかえて︾

・家賃のほか温水器、暖房機、調理器のリー
ス料かかります（月額6,000円程度）。
・自治会管理の共同灯、ポンプ電気代、除雪
費用は別途。

西町3丁目8番

上川保健所健康推

・平成12年
・鉄筋コンクリート造り2階建て
・オール電化
・物置付き、駐車場1台
・ペットは認められません

27

願書の配布 上川保健所など

・1戸（2階）
・22,300円〜
59,100円

お問い合わせ

・家賃のほか温水器、暖房機、調理器のリー
ス料かかります（月額6,000円程度）。
・自治会管理の共同灯、ポンプ電気代、除雪
費用は別途。

丁目︑上川合同庁舎︶☎

・平成17年
・鉄筋コンクリート造り2階建て
・オール電化
・物置付き、駐車場1台
・ペットは認められません

進課健康増進係︵旭川市永山

西町1丁目20番

・1戸（2階）
・22,300円〜
59,100円

６条

・調理器（ガス）、灯油暖房機（FF）は各自用意。
・自治会管理の共同灯、
ポンプ電気代は別途。

湯田 敏男様
藤井 美春様
植松愛斉子様
小林 敏明様
大垣 智子様

・1戸（2階）
・25,400円〜
67,400円

46

新栄
７南区
区
西町３丁目
区

北町3丁目11番

・平成7年
・鉄筋コンクリート造り2階建て
・物置付き、駐車場1台
・ペットは認められません

北町3丁目10番

19

│５９８８

・調理器（ガス）、灯油暖房機（FF）は各自用意。
・自治会管理の共同灯、
ポンプ電気代は別途。

﹁くらしの相談﹂
をご利用
ください

・平成3年
・セラミックブロック造り2階建て
・物置付き、駐車場1台
・ペットは認められません

泉

清流中央団地A1
⑤
２LDK（68.34㎡）

・1戸（1階）
・24,100円〜
53,800円

他

日々の悩みごとのご相談をお
受けしています︒秘密は守られ
ます︒お気軽にご相談ください︒
随時お受けしますので事前にご
連絡ください︒
今月の相談員は次のとおりで
す︒

西団地A3
④
２LDK（67.24㎡）

・調理器（ガス）、灯油暖房機（FF）は各自用意。
・自治会管理の共同灯、
ポンプ電気代は別途。

の

︵直︶

北団地A6
３LDK（76.62㎡）

・1戸（2階）
・22,100円〜
43,500円

北町3丁目10番

そ

上川保健所

③

建築年・構造・設備等
・平成2年
・セラミックブロック造り2階建て
・物置付き、駐車場1台
・ペットは認められません

こころの健康相談をご存じですか

北団地A2
②
３LDK（76.41㎡）

戸数･家賃

﹁家族が人と会わずに閉じこも

北団地A1
３LDK（71.39㎡）

所

っている﹂﹁アルコールを止めら

①

場

れない﹂﹁眠れない﹂﹁いつもい

募集団地

インジャケット︑レインパンツ︑

●公営住宅

エプロン︵スカート状︑前掛け様︑

10

前部オーバーオール様３ タイプ︶

など 種類の商品群ができました︒

日︑東川町は旭川東警察

27

暴力団排除で旭川東警察署と合

意書

３月

署︵畑田善博署長︶との間で暴力

団等の排除に関する合意書を結び

心の健康︑悩みのご相談に応じ

ました︒

ています︒精神科医︑保健師が心

お申し込みに
必要なもの

安心︑安全で平穏な生活を確保

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。

し︑地域経済活動の健全な発展の

７戸

の悩み︑心の病気のご相談に応じ

募集戸数

ています︒

定住促進課住まい室

ため︑同署と連携して安心︑安全

受付場所

なまちづくりの取り組みを一層強

5月1日㈭〜同月15日㈭

めることにしています︒

受付期間

定住促進課

らいらする﹂﹁病院を退院したも

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

