
町からみなさんへの大切なお知らせです。

　多目的広場で野球、ソフトボール、サッカーなど
で利用できます。また、ナイター照明もあります。
■申込方法
・申込は使用する日の１か月前の１日からです。
・受付時間は平日の午前９時から午後５時です。
・未成年だけでは使用できません。成年の指導者が
必須です。
・年間を通じて使用できます。
　（ナイター照明は５月から 11 月まで）
■使用料金
・町内団体等の広場使用料は無料です。
　（町外団体等は有料です）
・ナイター照明は半面 1 時間当たり 3,020 円です。
　（全面 1 時間当たり 6,040 円です）
※使用上の注意など詳細は町体育館まで問い合わせください。

第 45回川俣町駅伝競走大会
問  川俣町体育館（℡ 565-3931）

古関裕而ゆかりの地プレミアム付商品券
問 川俣町シルクスタンプ会（℡ 565-2377）

繭を使った創作ひな人形制作を公募します
問  産業課 商工交流係（内線 1505）農村広場利用のご案内

問  川俣町体育館（℡ 565-3931）

広告かわまた PR

- 広告は広告主の責任により掲載しています。詳細は広告主までお問い合わせください。-

　短い距離で誰でも走れるコースです。職場で、仲
間で、秋空の下を気軽に走りませんか。
■日時　11 月 29 日㈰　午前 10 時スタート
■コース　川俣中学校スタート・フィニッシュ
■部門　①小学男子　②小学女子　③小学混合
④中学男子　⑤中学女子　⑥一般
■参加費（1チーム当たり）
小学生の部　1,000 円、中学生の部　1,500 円
一般の部　2,500 円
■申込　10 月 29 日㈭までに参加費を添えて町体
育館に申し込みください。
※新型コロナウイルス感染症拡大により中止になる
場合がございます。

　川俣町では、令和 2 年４月１日以降に運転免許
を自主返納した満 65 歳以上の高齢者を対象に、交
通事故を抑止し、公共交通の利用の促進を図るため
に令和 2 年 10 月１日から下記のとおり支援を行う
こととします。
■内容　デマンド型乗合タクシーの利用券を１回限
り 50 回分（26,000 円相当）を交付する。
■対象者　運転免許を自主返納した満 65 歳以上の
高齢者
■必要書類　取消通知書、運転経歴証明書など運転
免許を返納した事実を確認できる書類
■その他　詳細については標記担当までお問い合わ
せください。

高齢者運転免許自主返納支援事業について
問  総務課 消防交通係（内線 1106）

　協同組合川俣シルクスタンプ会により、プレミア
ム率 50％の商品券が販売されています。
　残りわずかとなりましたので、まだ購入されてい
ない方は、お早めにお買い求めください。
■販売場所・時間（平日のみ）
　川俣町商工会　午前 9 時～午後 3 時
■販売金額　1 口 5,000 円（7,500 円分の商品券）
■販売対象者　川俣町在住の方
■使用期限　令和 3 年 1 月 11 日㈪
■その他
・1 人 1 口販売（来場者本人のみ）
・一度購入された方は、再度購入できません。

■募集期間　10 月１日㈭～ 10 月 15 日㈭必着
■応募資格　大人限定（20 歳以上）
■材料提供　繭 50 ～ 100 個
■応募内容　繭を使った創作ひな人形
■サイズ　　30 ㎝× 30 ㎝のスペースに展示でき
るもの
■募集点数　20 点（１人１点）
応募多数の場合は抽選とさせてただきます。
■提出方法　「繭を使った創作ひな人形制作応募
カード」に必要事項を記入して持参及び郵送にて提
出して下さい（応募用紙は展示館にあります）
■作品納品　令和３年１月 26 日㈫必着
■納品場所　かわまたおりもの展示館
■賞　優秀賞３点　賞品 かわまたシルクストール

広 告 掲 載
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I n fo rma t i on

■募集期間　10 月 1 日㈭～ 10 月 15 日㈭
■受付時間　午前８時 30 分～午後５時 15 分
■対象住宅と戸数
①中道団地（飯坂字中道）１戸
②飯坂団地（飯坂字北古堂道内）１戸
③壁沢団地１号棟（字壁沢）13 戸（1・3・4・5 階）
④壁沢住宅２号棟（字壁沢）12 戸（1・4・5 階）
⑤ふもとがわ団地１号棟（大字鶴沢字笛田）6 戸（2 ～ 5 階）
⑥ふもとがわ団地２号棟（大字鶴沢字笛田）7 戸（2 ～ 5 階）
⑦賤ノ田団地（字賤ノ田）8 戸（2 ～ 5 階）
※壁沢住宅２号棟については、ＵＩターン者・新婚
世帯への優先選考（以下の入居条件を満たした場合
で、入居期間が最長 10 年間の条件）があります。
■間取り・設備
各団地で異なるため、問い合わせください。
■入居条件
①現に住宅に困窮している方。
②税、その他の使用料等の未納がないこと。
③現に同居し、又は同居しようとする親族があるこ
と。ただし、婚姻の予約者等も含む。
④単身入居の資格が認められる者は満 60 歳以上。

（60 歳未満の場合は別途条件が必要となりますの
で、問い合わせください。）
⑤収入基準は、所得月額 158,000 円以下であるこ
と（収入のある方全員です）。ただし、裁量世帯（入
居者が障害者等）の場合は 214,000 円以下。
⑥入居決定時に、１名の連帯保証人に引受承諾が得
られること。
⑦入居者が暴力団員でないこと。
■家賃　入居者の所得や団地ごとに異なります。（別
途、共益費等がかかります。）
■駐車場　原則１戸に１台。

（家賃とは別に使用料有り。一部の住宅は駐車場無し）

■募集期間　10 月 1 日㈭～ 10 月 15 日㈭
■受付時間　午前８時 30 分～午後５時 15 分
■対象住宅と戸数　新中町団地
①１戸建てタイプ、募集１戸
②２戸１棟建てタイプ、募集２戸
※間取りは３ＬＤＫです。位置図や詳細の間取り、
設備はお問い合わせください。
■対象者　平成 23 年３月 11 日において川俣町山
木屋地区に居住していた方
■入居条件
①現に住宅に困窮していること。（入居者が居住可
能な住宅を有していない。）
②税、その他の使用料等の未納がないこと。
③入居者が暴力団員でないこと。
④入居者が過去において町営住宅に入居していた場
合、家賃を滞納していないこと。
⑤入居決定時に、１名の連帯保証人に引受承諾が得られること。
■家賃　入居者の所得により異なります。（別途、
共益費等がかかります。）
■駐車場　入居者名義２台まで、１台に付き月 2,500 円

NPO法人かわまたスポーツクラブに委託して次のスポーツ教室を開催します。参加には事前申し込みが必要になりま
す。また新型コロナウイルス感染症の状況によっては開催が中止になる場合がございます。

スポーツ教室のご案内

教　室　名 日　　　　時 場　所 対象者
トレーニング教室 10 月 10 日㈯　午前 10 時～、20 日㈫　午後 7 時～ 町体育館 高校生以上（先着 5 名）

※高校生の受講は保護者同伴
始めよう !スポーツウエルネス吹矢 10 月 10 日㈯、24 日㈯　午後 2 時～ 町体育館

町内在住・在勤者の
どなたでも参加可

楽しく歩こう！ノルディックウォーキング 10 月 10 日㈯、24 日㈯　午前 9 時～ 町体育館
ランナーズクラブ 10 月 10 日㈯、24 日㈯　午後 3 時～ 町体育館
若男女老でボッチャ 10 月 14 日㈬、28 日㈬　午後 7 時～ 町体育館
芸能伝承　盆踊り教室 10 月 18 日㈰　午後 5 時 本町コミュニティ消防センター

　お問い合わせ先
　川俣町体育館　℡ 024-565-3931

暮 ら し
町営住宅入居者を募集します
問  建設水道課 管理係（内線 1603）

復興公営住宅入居者を募集します
問  建設水道課 管理係（内線 1603）

町道台帳整備の現地調査・測量を実施します
問  建設水道課 管理係（内線 1603）

　標記調査・測量の実施にあたり、町から委託を受
けた調査員（身分証携帯）が皆様の土地に立ち入るこ
とがありますので、ご理解とご協力をお願いします。
■調査箇所　川俣町管内全域
※新規に認定した路線や改良・維持補修工事を行っ
た路線が対象となります。
■調査期間　令和２年 9 月 15 日㈫から
　　　　　　令和３年３月 29 日㈪まで
■調査員　　町が委託する事業所の調査員
　　　　　　（身分証を携帯しています。）
■委託事業所　朝日航洋株式会社郡山支店
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