
町からみなさんへの大切なお知らせです。

健康づくり
■対象者　今年度満 40 歳以上の国保加入中の方、
後期高齢者医療保険に加入中の方は、直接健診実施
医療機関に予約して受診してください。
■申込方法　受診当日は、健康保険被保険者証、健
康診査受診券（後期高齢者の方は検診シール）をご
持参ください。自己負担額は無料で受診できます。
■受診期間　12 月末日（医療機関の開院日）まで
受診できます。
■受診機関　町内の健診実施医療機関は、次のとお
りです。
①済生会川俣病院（℡ 566-2323）
②済生会春日診療所（℡ 566-2707）
③鈴木内科医院（℡ 565-2688）
※年度内に健診は１度しか受診できません（人間
ドックも含みます）。

健康チェック日とさわやか体操教室
問  保健福祉課 健康増進係（内線 2202）

健康診査をまだ受診していない方へ
問  保健福祉課 国保年金係（内線 1406）

高橋家住宅 高橋家住宅は安政年間に建てられた、築160 年を超える商家造りが残る古民家です。
毎月第3日曜日に当住宅を皆さんに見ていただくことを目的にオープンハウスを行っています。

オープンハウス＆
ワークショップ＆
キャンドルナイト
12/20 START 13:00/CLOSE 20:00

(OPEN 13:00/ 入場無料）(S
U

N
)

※コロナウィルス感染症拡大防止のため、マスク着用と手
指の消毒をお願いいたします。密を避けて入場制限する
場合もありますので、ご了承ください。

川俣町字瓦町 28 番地（東邦銀行川俣支店向かい）

■問合せ・申込み　高橋家住宅保存会　MAIL：info.takahashikejutaku@gmail.com
■後援　川俣町　　　　　　　　　　  TEL：090-8045-4481

12月上旬～道の駅
かわまたがクリスマス
色に大変身！

川俣シャモまつり2020 冬

川俣まるごと大バーゲン

川俣まるごと体験（一部鶴沢公民館）

川俣シャモを道の駅かわまたで販
売！自宅でおいしく川俣シャモのテ
イクアウトセットを食べよう！

シルクやアンスリウムが勢ぞろい！
この日限定の大バーゲン開催！

ミニ桶、ケーナ、川俣シルクのア
ンスリウム染め体験ができます！

エール出演者をゲストにお迎えして
約 10 組の出演者が古関裕而氏の
作品を歌唱・演奏します。母心の古
関裕而氏と川俣町の関わりをネタに
したオリジナル漫才もお楽しみに！

※抽選で 300 名に入場券を配布します。抽選方
法は町の公式ホームページでお知らせします。

古関メロディー歌合戦
懐かしのあのメロディーを生歌・生演奏で！ 寒い冬には熱々の川俣シャモを食べよう！

川俣産品が勢ぞろい！

川俣のモノづくりが集結！

中央公民館 道の駅かわまた

ボクシングディとは…
イギリスなどでクリスマスの翌日を祝日
とする呼び名で冬のバーゲンセールが
始まる日とされています。

リース作り
桶用のたがを使い、松や南天
をアレンジしたオリジナルのお
正月飾り用リースを作ります。
※剪定鋏、鋏持参
費用：2,000 円（定員15 名） 費用：2,000 円 ( 定員 6 名 )

オリジナルのロールオンアロ
マを作ります。香水代わりに、
肩こり軽減などにご使用いた
だけます。

省エネルギーや地球温暖化防止
を考えようと始まったキャンドル
ナイト。コーヒードリンクの販売、
フリマ、コスキンのライブ演奏会
などを予定
しています。

オリジナルアロマ作り キャンドルナイト

※参考例

　簡単な体操を行います。どの年代の人でも楽しく
さわやかにできますので、体力低下の防止にぜひご
参加ください。また、今月の健康チェック日は、骨
密度測定のみになります。
■日時　12 月 11 日㈮ 　午前 9 時～ 11 時 30 分
第１部　午前 9 時～ 10 時　　　　　　定員 20 名
骨密度測定　午前 10 時～ 10 時 30 分
第２部　午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分  定員 20 名
■場所　保健センター
■講師　快フィットネス研究所
　　　　健康運動実践指導者　安田涼子先生
※体操教室、骨密度測定は予約が必要です。
※次回は、1 月 13 日㈬の開催です。

16：00
～17：00

13：00
～15：00

12 月26日

会場：道の駅かわまた＆中央公民館
【問合せ先】川俣町産業課商工交流係　℡ 566-2111（内線 1505）

「いい！すんごくいい !!」の

川俣でぃ
土

川俣まるごと大バーゲン
川俣まるごと体験
川俣シャモまつり2020 冬
古関メロディー歌合戦

午前 9 時 30 分

午前 9 時 00 分

午後 2 時 00 分

ボクシングディは

▶川俣町役場 ℡ 566-2111　▶中央公民館 ℡ 565-2434 かわまた2020-12 26



I n fo rma t i on

■募集期間　12 月 1 日㈫～ 12 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小綱木団地（小綱木字反田）1 戸
④壁沢団地１号棟（字壁沢）14 戸（１・３・４・５階）
⑤壁沢住宅２号棟（字壁沢）12 戸（１・４・５階）
⑥ふもとがわ団地１号棟（大字鶴沢字笛田）６戸（２～５階）
⑦ふもとがわ団地２号棟（大字鶴沢字笛田）７戸（２～５階）
⑧賤ノ田団地（字賤ノ田）８戸（２～ 5 階）
■間取り・設備
各団地で若干異なりますので、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　12 月１日㈫～ 12 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 3 ＬＤＫ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

　降雪時におけるスムーズな道路交通の確保のため
には、住民の皆様のご協力が不可欠です。道路除雪
に対し、住民の皆様のご理解をお願いします。
■対象路線　町道の一部（①幹線道路（１級・２級
町道）及び路線バス・スクールバス路線、②その他
の町道の順で実施します。）
■実施基準　積雪量 15.0 ㎝以上
■町からのお願い
①除雪には注意を払っておりますが、スムーズな除
雪実施のため、除雪車通過後の玄関前、木戸道入口
等の除雪は、各家庭でお願いします。
②道路への雪出し、側溝への雪捨ては通行の妨げと
なるとともに、側溝がつまってあふれるなど、事故
等の原因となります。個人として責任を問われるこ
とがありますので、絶対に行わないでください。
③着雪により、竹、樹木の枝などが障害になると、
除雪作業の支障や事故等の原因となります。所有者
が責任を問われる場合がありますので、適切な管理
をお願いします。
　なお、通行の支障となっている竹、樹木について、
町が緊急避難的に伐採を行うことがありますので、
ご了承願います。

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）

令和 2 年度道路除雪の実施について
問  建設水道課 管理係（内線 1603）
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