他

・調理器（ガス）、灯油暖房機（煙突）、
照明設備は各自用意。
・自治会管理の共同灯及びポンプ電気代、
除雪費用が別途かかります。

・家賃の他に温水器、暖房機、調理器のリ
ース料（月額6,000円程度）の負担があ
ります。
・自治会管理の共同灯及びポンプ電気代、
除雪費用が別途かかります。

入居資格

注 意 事 項 ／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号に該当する場合は入
居できません。
室内・室外でペット飼育は認められません。
選 考 方 法 ここに記載の家賃は、
この住宅の最高家賃ではありません。
(長期間居住され所得が増えた場合には、
家賃が最大１０万
入 居 期 限 円を超える場合があります。
）
敷
金 ／入居者選考委員会を開催し、
入居者を決定します。
連 帯 保 証 人 ／3月末日 ※期限迄に入居することが要件となっています。
お問い合わせ ／家賃の3カ月分
／入居者が家賃滞納等をした際に、
代わって弁済することが可能な程度の定期的な収入がある方２人。
／定住促進課住まい室 ☎８２−２１１１（内線115、116）

【バレーボール】
◆第24回三野スポーツ杯中学校新人戦バ
レーボール大会（２月１日・美瑛町スポーツ
センター）
▼①東川中バレーボール部
◆第40回富士スポーツ杯中学校親睦バレ
ーボール大会（１月25日・富良野市スポー
ツセンター）
▼②東川中バレーボール部
◆令和元年度協会長杯中学校バレーボー
ル大会（１月19日・旭川市立広陵中）
▼②東川中バレーボール部
【バドミントン】
◆令和元年度第41回中学校学年別バドミン
トン大会（１月25日-26日・旭川市立忠和中
ほか）
▼［２年２部男子ダブルス］③真山太陽・谷
悠翔（東川中バドミントン部）
▼［２年２部女子ダブルス］③森下陽菜・谷
口未怜（同上）
▼［１年２部男子ダブルス］②大草俊輔・中
田晴仁（同上）

【クロスカントリースキー】
※所属はいずれも東川クロスカントリー少
年団
◆東神楽町長杯第５回ＸＣスキーナイター
スプリント大会（２月11日・義経公園・走法：
フリー）

▼［中学女子］②川口萌果
▼［中学男子］②石原徳、③竹原湊
◆第48回麓郷クロスカントリースキー大会
（２月９日・麓郷クロスカントリースキーコー
ス・走法：クラシカル）
▼［小５男子］③佐藤慶
▼［小５女子］③鷲見さくら
▼［小６女子］③小林小桜
【スキー】
▼［中２男子］②竹原湊
※所属はいずれも東川大雪スキー少年団
▼［中２女子］①川口萌果
◆第38回上川中央部スキー少年団アルペン
▼［継走小学女子］①川口遥、鷲見さくら、小
競技大会（１月25日・愛別町ファミリースキ
林小桜
ー場）
◆第41回全道ジュニアクロスカントリー和寒
▼［小１・２男子］①鶴田敦也、②石川星太
大会（１月25日・和寒東山スキー場・走法：
郎
クラシカル）
▼［小１・２女子］①梶浦杏奈、③中村千夏
▼［中２女子］②川口萌果
▼［小３・４男子］②坂上隼都
▼［中２男子］②三上竜尚
▼［小５・６男子］①竹内隆太、②藤原隆世、 ▼［継走小学女子］③川口遥、鷲見さくら、小
③小林大瑚
林小桜
▼［小５・６女子］③中村小雪
▼［継走中学男子］③富田紘生、竹原湊、三
上竜尚
▼［継走中学女子］①小池梓、五十嵐琴音、
川口萌果

◆第30回北野クロスカントリースキー大会
（１月19日・セント旭川ゴルフ倶楽部・走法：
クラシカル）
▼［小５男子］③佐藤慶
▼［小５女子］②鷲見さくら
▼［小６女子］③川口遥
【スキーマラソン】
◆第43回びえい宮様国際スキーマラソン
（２月15日-16日・美瑛町市街ほか）
▼［宮様コース24km男子］③島田悟輔（東
川高校）
▼［20km男子］①土池真斗（同上）、③細川
徹哉（同上）
▼［20km女子］②谷水七彩（同上）
▼［40-59歳］②藤崎知紀（東川高校教諭）
【空手】
◆第33回 旭川地区会長杯空手道選手権大
会（２月11日・旭川市大成市民センター）
▼［小４男子形の部］
〔敢闘賞〕大城龍斗（東
川小）
▼［小１女子組手の部］
〔準優勝〕國枝日陽
（同上）
【水泳】
◆第46回JSCA新年フェスティバル水泳競技
大会（１月12日・札幌平岸プール）
▼［1500m自由形15-18歳］③丸一叶人（SA
シーナ、東川中）
【吹奏楽】
◆第51回北海道アンサンブルコンクール旭
川地区予選（１月18日・大雪クリスタルホー
ル）
▼〔金賞〕東川中吹奏楽部・管打八重奏
◆第56回北海道管楽器個人コンクール旭川
地区予選（１月18日・大雪クリスタルホール）
▼〔銀賞〕羽吹有奈（東川中吹奏楽部）
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ステークホルダ︵一緒に喜ぶ人︶︑ 業とは違う学びの場となりました︒

ご存知ですか？成年後見制度

にて︑成年後見制度勉強会が開

コミュニケーションを考えること

催されました︒講師は山本郁美氏

29

が重要だと言います︒﹁一緒に喜

段階で決め︑常に忘れず︑短い目

︵旭川成年後見支援センター長︶

１月 日︑共生サロンここりん

標を立てて進行状況を定期的に把

成年後見制度は︑認知症や知的

障害︑精神障害などで判断能力が

十分でなく︑契約行為や財産管理

が難しいと医師が診断した場合に︑

本人に不利益が生じないよう支援

する人︵＝後見人︶をつけるもの︒

本人の意思を尊重し︑生涯にわた

って安心して生活を行えるよう手

助けするのが後見人の役割で︑状

３段階があります︒

態により①後見 ②補佐 ③補助の

後見人に支払う費用は交通費な

どの実費と年払いの報酬︵額は状

▲何ができるかアピールしよう
（安立氏）

ぶ人のために何をすべきかを計画

握すること﹂の重要性を説きまし

﹇主催 秋桜の会︑協力 町﹈

日は人事担当・安立紗

後見人の申し立て︵申請︶がで

況により変動︒助成制度あり︶︒

た︒

１月

耶佳氏の﹁〝日本で働く〟を考え

る﹂︒就職活動の面接では︑﹁自

きるのは本人︑配偶者︑４親等以

内の親族で︑申請から認定までは

の

※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。
・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３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
※上記の外にも要件がありますので、お問い合わせ下さい。

2020 March

分は何ができるのかを伝える﹂と

そ

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、又は60歳以上の方
2．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

21 Higashikawa

良いと言います︒自己アピールの

・2007（平成19）年
・耐火構造２階建て
・物置、駐車場2台

旭川成年後見支援センター︵旭

・1戸
・1階2LDK（70.13㎡）
・21,600円〜32,100円

３か月〜半年かかります︒

・1991（平成3）年
・耐火構造２階建て
・物置、駐車場1台

練習として︑日本語学校のいいと

東町4丁目5番

・1戸
・1階3LDK（76.41㎡）
・24,100円〜35,800円

ころや東川町のオススメポイント

東町4丁目団地
B1

・1988（昭和63）年
・耐火構造３階建て
・物置、駐車場1台

１００３︶では︑相談や手続き支

北町3丁目10番

建築年、
構造、
設備等

・2戸
・2階3LDK（70.66㎡）
・19,800円〜29,500円

川市５条通４丁目８９３︑☎ │

③

西町8丁目4番

戸数、家賃

など︑自分の考えを述べる練習を

② 北団地A2

所

しました︒履歴書に自分のＳＮＳ

① 西8号団地A3

場
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各種大会成績《○内の数字は順位》

●公営住宅
募集団地

援︑普及啓発︑市民後見人の養成

お申し込みに
必要なもの

︵一般住民が後見人となる︶など

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
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
※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。
※下線の書類は、定住促進課住まい室に用意してあります。

アカウントを書けば︑採用担当が

公営住宅４戸

見てくれるかも ？
…自分の人柄を

募集戸数

はお問い合わせを︒

定住促進課住まい室

講師両名にとっては仕事と違う

受付場所

知ってもらうには有効な方法です︒ を行っています︒ご興味のある方

３月２日㈪〜３月10日㈫

定住促進課

﹁人に教える場﹂︑留学生には授

15

社協だより

16

公営住宅の入居者を募集します
受付期間

温かい善意ありがとう
ございます

新一様
正信様
透 様

1月 日から２月 日に社
会福祉事業にご寄付をいただ
いた方は次のとおりです︒

髙橋
糸川
大岩

︽ご香典の返礼にかえて︾

西

松本フジ子様

︽社会福祉事業に寄付︾

北町３

子

82

﹁くらしの相談﹂

孝

日々の生活で困っていること︑
悩みごとをお気 軽にご相 談く
ださい︒秘 密は守 られます︒事
前にご連 絡ください︒︵☎ ︱
７５０５︑随時受付︶

井

︻今月の相談員︼

稲

せんとぴゅあⅡに公衆電話を設置

北側の入口から入って右手側︑

自動販売機の横に公衆電話を設置

しました︒ 円と１００円硬貨の

み使えます︒お子さんのお迎え連

絡などにぜひご利用ください︒

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク
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