まで
対象道路

住宅玄関口から公道ま

での生活用通路︵車両の通行用
道路︑駐車場除雪は除く︶

ル大会を開きました︒

民運動公園で体育の日ソフトボー
町内６チームが出場しました︒
結果は次の通り︒

日︵金︶午後６時

の川守田さん︵第一小内︶☎
│２７５１︶

26

月

きます︒
日時

日︵木︶
︶

共生サロンここりん︵東町

１丁目７│

会場

とお母さん

対象 ２カ月から１歳前後の幼児

定員 ６人
締め切り

月６日︵木︶

参加費 千５００円
内容 香りのスプレーづくり︑赤
ちゃんに優しくタッチング︑ハ
ンドトリートメント体験

18

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク
︵通称・基線道路︶の西３ 号交差
点に待望の手押し式信号機が新設
同月６日に新築移転開校した東

になりました︒
Ｈｉ ｄ

ａｍａｒ ｉ ③第一ソフト④ニュー

①国士無双②Ｔｅａｍ

する方︵子供が町内に居住して
パワー北町３丁目⑤ハイパワー

次の条件すべてに該当

いても別居世帯の場合は可︶①

対象世帯

おおむね

母と女性教職員のつどいを開き

川小学校の授業始めを前に︑基線
住宅地︑グリーンビレッジから通
または高齢者のみの世帯②在宅

道路を超えて南側に位置している
う児童の安全な通学路を確保する
で心身障がい︑または疾病で除

開きます︒絵本の読み聞かせを交

の出合いから﹂と題して講演会を

﹁子どもの心の発達〜児童書と

推進実行委員会

東川町母と女性教職員のつどい

⑥西区町内会

ため︑町︑町交通安全協会が旭川

ます

歳以上の単身者世帯

東警察署に強く設置要望を挙げて
雪困難な世帯③一戸建て住宅の
世帯
助成額 ３千円︵１カ月定額︶

新小学校と基線道路を結ぶ町道

いました︒

申し込み・お問い合わせ

町社協

の歩道幅員も３ ・５㍍に拡幅し︑
│７５０５

児童が安全に登下校できるように
☎

月

えて︑子育てのヒントを話し合い
ます︒
分から

日時
地域交流センター︵新東小

に隣接︶

場所

入場料 ２００円︵当日券あり︶

なりました︒

札幌東川会︵内田幹秀会長︶の

札幌東川会の方から短歌
会員で︑当町広報誌を毎月ご覧に
︶からこのほど︑役場に

なっている札幌市西区の佐々木茂
さん︵
短歌二首を添えた葉書を送ってい
旭川こども冨貴堂店長︑福

その他

田洋子さん

講師

の写真をご覧になって︑思わずよ

新聞に掲載になった旭岳初冠雪

ただきました︒

まれたそうです︒
申し込み・お問い合わせ 事務局

﹃八月の稲刈りのニュースに思ひ

託児あり︵無料︶

除雪の費用助成申請を受け付け
﹃胸熱く故郷のニュースに見入り

けり秕米︵しいなまい︶食︵は︶

をり写真甲子園大雪山の初雪﹄

自分で除雪することが困難な高

東川町社会福祉協議会

ています

齢者の方などのために自宅前木戸
ＮＰＯ法人こころりんく

アロマセラピールームの開講
アロマセラピールーム﹁親と子

みし敗戦の年﹄

の香りとふれあいのひろば﹂を開

道の除雪費用助成サービスの申し
込みを受け付けます︒所定の申請
日︑東川町体育協会は町

月

体育の日ソフトボール大会開く

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

日

・家賃のほか温水器、暖房機、調理器
のリース料あり（月額7,000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

月1日から来年３ 月

号︑﹁原田宅地先〜

−

陽子様
明 様
勇松様
幸雄様
澄子様
一男様

・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

書でお申し込みください︒

①北５線東
日︵木︶から来年３ 月５日

奥ゲート﹂区間︵１・５㌔㍍︶は︑
月
日︵木︶

︵木︶まで②﹁ゲート〜奥﹂区間
月

日︵木︶まで③道

︵６・１㌔㍍︶は
から来年５月
まで﹂の区

日︵木︶から来年５月

〜同町１０７４

道富良野上川線﹁東川町８０６
月

日︵木︶まで︱です︒

間は

│４４６１

お問い合わせは上川総合振興局
事業課☎

社協だより
温かい善意ありがとう
ございます
９ 月 日から 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︒
金巻
松友
金盛
大澤
谷地
古髙

︽ご香典の返礼にかえて︾
北町２丁目
区
東倉沼区
東倉沼区
区
東雲区

北町2丁目7番

・1戸（2階）
・26,100円〜
69,300円

期間

│２６６６

ここり

アロマセラピスト︑和久恭

子さん︵旭川在住︶

講師

ん☎

申し込み・お問い合わせ

旭川地方・家庭裁判所

裁判員制度の名簿掲載通知を発
送します
来年の裁判員候補者名簿に登録
される方に対する通知︵名簿記載
この通知は︑来年２月ごろから

通知︶が間もなく始まります︒
年２月ごろまでの間に裁判員に
選ばれる可能性があることを事前
にお伝えし︑あらかじめ心積りし
ていただくためのものです︒通知
によってすぐに裁判員候補者に選
ばれるわけではありません︒候補
者の皆さんには︑併せて調査票を
送付します︒
調査票の問診を経て候補者に選
ばれる方は︑実際に裁判所に出向
く必要が生じる場合︑裁判の６週
間前までに別途﹁選任手続き期日﹂
裁判員制度ウェブサイトでは裁
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10

そ の 他

11

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
※原則４人以上の入居者がいること
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が15万8千円以下（世帯全員分）
※ただし次のいずれかの要件に該当する場合は、月額所得が21万4千円以下（世帯全員分）
・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
入居資格

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 ／今年11月末日
（期限までに入居することが要件）
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
（保証人が２人い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 ☎82−2111（内線115、116）
の

11

▼11〜12歳女子同（同） ②中西優生
▼９~10歳男子同（50㍍） ①丸一叶人
▼同同平泳ぎ（25㍍） ③中西慧
▼11〜12歳同同（同） ②紺野碧依
▼同女子同（50㍍） ②鷲見莉子
▼９〜10歳男子バタフライ（25㍍） ①田代廉人③
中西慧
▼11〜12歳女子同（同） ③中西優生
▼８歳以下フリーリレー100㍍（25㍍×４） ②大
泉、田渕、藤田、高石
▼9〜10歳同（同）①田代、下関、紺野光、丸一
▼同メドレーリレー（同） ①丸一、中西慧、田代、下
関
建築年・構造・設備等

西団地A3
３LDK（78.80㎡）

の通知︑質問票の送付があります︒

﹁くらしの相談﹂
をご利用
ください

富 雄

1戸

【柔道】
◆第38回日整全国柔道大会（10月13日・東京講道
館）
▼団体戦 ③北海道代表（大将・佐藤克広）
優秀選手賞 佐藤克広（東川柔塾）
◆西部北海道柔道大会（９月21日・留萌市勤労者体
育センター）
▼中学校男子２年生の部 ③須藤生雅（東川柔塾）
▼同同３年の部 ②佐々木凜史（同）
◆2014年日本ベテランズ国際柔道大会・第11回日
本マスターズ柔道大会（９月20日・東京講道館）
▼M６（55‐59歳）90キロ級 ①佐藤克広（北海道
東川町・東川柔塾）
戸数･家賃
募集団地

判員制度に関する情報を見ること
ができます︒

秘密は守られます︒お気軽
にご相談ください︒事前にご
連絡ください︒随時お受けい
たします︒︵☎ ︱７５０５︶

山

募集戸数

Higashikawa 2014 November
2014 November

19 Higashikawa

http://www.saibanin.courts.go.jp/

上川総合振興局

奥

定住促進課住まい室

20

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（今年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。

お申し込みに
必要なもの

場 所

①

道道の冬期間通行止め
道道瑞穂東川線︵北５線道路︶
が冬期間通行止めになります︒

受付場所

15

定住促進課

公営住宅の入居者募集

10

31

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

11月4日㈫〜同月14日㈮

16

83

10

82

【水泳】
◆第10回深川年齢別水泳競技大会（９月14日・深
川市温水プール）
▼９~10歳男子自由形（25㍍） ①丸一叶人（東川
水泳スポーツ少年団、以下同）
▼11~12歳同同（25㍍） ①紺野碧依
▼同同個人メドレー（100㍍） ③紺野碧依
▼８歳以下同背泳ぎ（25㍍） ③高石大成
▼同女子同（同） ②川口萌果
▼９〜10歳男子同（同） ①丸一叶人②田代廉人
③下関煌正
そ

受付期間

14

各種大会成績
●公営住宅

14

65

10

16

26

16

82

11

82

81

12

13

10

12

82

10

11

43

14

21

29

28

−

