・郵便局、
、スーパー近い
い
・平屋、２戸入り
・高台小、
、春光台中
・家 賃 30,000
・共益費
費
0
・駐車料
駐車料
無料

・日赤病院近
日赤病院近く、スーパー
スーパー近い
い
・セミ
セミ電化、４階部分
階部分
・青雲小
青雲小、聖園中
聖園中
・家
家 賃 67,000
,000
・管理
管理費 5,000
,000
・駐車料
駐車料 6,000
,000

旭川市春光台２条３丁目
旭川市春光台２条３丁目
春光台２条３丁目

旭川市
旭川市曙１条４丁目
曙１条４丁目

・スーパー
スーパー近く、買物便利
買物便利
・融雪槽完備
融雪槽完備
・神居小、
、神居中
・家 賃 48,000
・共益費
共益費 1,000
・駐車料
駐車料 1,000

・中心部近
中心部近く、アクセス
アクセス良好
・一部
一部リフォーム済
済
・神楽小
神楽小、神楽中
・家
家 賃 46,000
・共益費
共益費 1,000
・駐車料
駐車料 1,000

旭川市神居２条５丁目
神居２条５丁目
旭川市神居２条５丁目

旭川市
旭川市神楽６条１０丁目
神楽６条１０丁目

気軽 に 相談できる
相談 できる身近
気軽に
できる 身近な
身近 な 法律家

電話予約

親身に相談を受ける野嶋司法書士

野嶋司法書士事務所

〒070-8234
旭川市豊岡
旭川市
4 条 1 丁目 2-21
TEL:0166-37-9911
TEL:0166
FAX:0166
FAX:0166-76-1187
1187
代表：
：野嶋壮一郎

住宅 ローン滞納
原因 を 探 る ！
住宅ローン
ローン 滞納の
滞納 の 原因を

旭川市豊岡７条
旭川市豊岡 条８丁目 1-15
15
エステートプラザ P 有

最近、相続問題が注目されるにつれ相談がますます
増えてきている司法書士。中でも、高齢者所有の不動
産売買におけるトラブルが多くなってきた中で注目さ
れている「成年後見人制度」は、認知症等で本人の意
思確認ができない場合に、家庭裁判所に成年後見人選
任の申立てをして、成年後見人がご本人に代わって手
続きを行う制度です。さらに、本人が契約の締結に必
要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力
が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人
を、自ら事前の契約によって決めておくこともできま
す。それが「任意後見制度」です。「どの制度も時間
と労力をかけてご自分で解決しようとするより一度プ
ロに相談してください！」と野嶋司法書士事務所の野
嶋司法書士。
野嶋司法書士は、当社代表の植西
を含めた「プロネットワーク５」の
メンバーの一人です。毎月開催され
る個別相談会では
毎回沢山の相談者
への適切なアドバ
イス、法的手続き
に欠かせない役割
を担っています。
ぜひお気軽にお問
い合わせください！

(株
株)ホームスター
ホームスター

収支バランスの崩
れをいち早くキャッチ！
くキャッチ！
収支バランスの
バランスの崩れをいち早

13 時～ ・ 14 時～
15 時～ ・ 16 時～

住宅ローンの支払いに悩む 光熱費、学費等の必要経費と
相談が再び増えてきました。 食費等の生活費と貯蓄した
相談を受ける度に「もっと早 い金額に袋わけしてみまし
く相談してもらえれば・・・」 ょう。どうですか？生活費は
と強く感じます。住宅ローン いくら残りましたか？その
は、実際の収入と日々使う生 金額で１か月間を生活する
のです。できますか？明らか
活費等を照らし合わせなが
ら、住宅ローンの審査基準に に無理！ということであれ
基づいて無理のない返済計画 ば、見直し開始です！必要経
を立てた上で借ります。しか 費の袋には手を出さないで
し、返済期間の間に、失業や 下さい！お金が足りなくな
病気等で収支のバランスが崩 ったら、収支のバランスが崩
れ、支払いが厳しくなる場合 れているということです。こ
があります。一方で、収入は こを放置しておくと、いずれ
変わりないのに住宅ローンが 住宅ローンの滞納が始まっ
払えないというお悩みの相談 ていくのです。早めに危機感
を受けることがあります。な を持ち、解決策を検討しまし
ぜ、支払うことができなくな ょう。住宅ローンの滞納が始
ってしまうのでしょう。ここ まってしまったら時間との
で、収支のバランスを見直し 勝負です。できることが限ら
れます。収支のバランス診断
てみることをおススメしま
す。給料をもらったら、実態 をご希望の方、また、住宅ロ
を把握しやすい「袋わけ管理」 ーンの支払いにお悩みの方、
をしてみませんか。給料を全 ぜひお気軽に
額引き出して、住宅ローンや ご相談下さい！

＜開催日時
開催日時＞
＞

旭川市東光 9 条 2 丁目 2- 5
TEL
01660166-3434-2328
LUNCH 11：
11：00～
00～15：
15：00
DINNER 17：
17：00～
00～22：
22：00
定休日
日曜日
駐車場
店舗右側

作りはとても重要です。引っ越し
に限らず、これから春に向けた洋
服の衣替えも場所が把握できてい
ることでスムーズに進み、ストレ
スフリーな気持ちの良い春を迎え
ることができます。
衣替え時に「このワンピース、
タグが付いたまま、去年から、一
回も着てないな・・・」
「サイズが
合わなくなったズボン、どうしよ
う？」と迷ったら、手放すことを
オススメします！「まだ着られる
かも？とっておこう！」と思って
残した衣類は、１００％の確率で、
タンスの肥やしになります！捨て
る事に気が引けるなら、リサイク
ルやオークションに出
す方法もありますので、
上手に活用していきま
しょう。

「教育資金贈与」は、一人あたり
１５００万円まで一括贈与ができ
ます。資金を使うときは教育資金と
して証明できる領収書等を準備し
なければならず、３０歳までに使い
きれなかった分は贈与税の対象と
なってしまいます。全て使い切るた
めには、小さなお孫さんへの贈与の
方がよいかもしれません。
「住宅取得資金贈与」は、住宅を
購入するときに現金を贈与しても
らい、そのお金で住宅を購入しま
す。贈与されたお金を住宅ローンの
月々の返済に使うことはできませ
ん。従って、住宅ローンを組む場合
は、住宅購入代金に対して贈与額と
借入額をそれぞれいくらにするか
を考える必要があります。
非課税適用については様々なケー
スが考えられるので、しっかり調べ
る必要があります。

旭川の
りべーる』
』 に出演中
旭川 の地元ラジオ
地元ラジオ局
ラジオ局 『 FM りべーる

いずれの場合も自分に合った方法
は何かをしっかり考えた上で行いま
しょう。贈与しすぎて、老後のお金
が不足してしまった！これらの制度
が適用されず高い贈与税がかかって
しまった！贈与ではなく相続扱いに
なってしまった！等の失敗をしない
ために早めにご相談下さい。

詳細は表ページ
詳細
ページ参照

卒業・入学・就職と、春のお引っ
越しシーズン到来ですね。引っ越し
業者さんと打ち合わせして、部屋の
荷物に応じたダンボールをあらか
じめ用意してもらいますが、引っ越
しの前日になって「あっ、洋服が思
っていたより多い！ダンボールが
足りない！」と慌てたりしたことは
ありませんか？引っ越しすること
が多かった私も、当日の朝にも関わ
らず、慌てて追加をお願いするとい
う業者さん泣かせだったので
す・・・。
自分の服が部屋のどこにどのく
らいあるかわかりますか？Ｔシャ
ツの枚数は、今の自分に必要な量で
すか？普段から、種類や枚数さらに
置き場所を常に把握できるお部屋
自分で築いた財産を、生きてい
るうちに自分の意思で渡すこと
ができるというものが「生前贈
与」です。これは、ある一定の条
件をクリアすれば、贈与税がかか
らずに財産を渡すことができる
というもので、最近注目されてい
ます。
「生前贈与」は、妻や子ども、
孫に一人当たり年間１１０万円
以下の贈与なら無税となります。
数年かけて贈与することができ
ますが、相手がもらった事実を認
識していなければなりません。子
供名義で作成している通帳をお
持ちの方は注意が必要です。ま
た、贈与ごとにそれを証明する契
約書が必要です。さらに相続開始
より３年以内の分は相続財産に
加えられてしまう仕組みになっ
ています。

毎月２回、旭川
旭川の地元ラジオ
ラジオ局「FM りべーる
りべーる」に
に出演しています
しています。
出演
出演コーナーは
コーナーは、「マダムケロコのちょっと
マダムケロコのちょっと
マダムケロコのちょっと長話」（
」（毎週月曜日～
～水曜
日
日は 10：00～12
12：00、木・
・金曜日は 10：
：00～11：00
00）旭川のパーソナ
のパーソナ
0
リティでとても
リティでとても有名なケロコさんと
なケロコさんと楽しくお
しくお
話させていただいています
させていただいています
させていただいています。
。
日常の何気ない
日常
ない話から不動産
不動産の役立つ情報
情報ま
で、
、軽快なトークを
なトークを繰り広げています
げています。
出演日は、
出演日 当社ホームページにて
ホームページにて随時お知
ホームページにて
知らせ
中です！（
（次回
次回は
次回は 3 月 11 日（水）11：
11：00～）
00～）

不動産相談会
不動産相談会を
ご利用下さい
さい

180

カーテンなど布製品
カーテンなど布製品も
布製品も販売

今回ご紹介するお店は、カジュアルフレ
ンチレストランの『Dining café Bell』
さん。ランチはとにかくメニューが豊富。
月毎に替わるおすすめメニューをはじめ、
パスタや、カレー、グラタン、ピザなど、
ランチコースもお得な値段で提供してく
れます。コース以外のランチは、プラス
円でスープ、サラダ、コーヒー、デザート
をつけることもできます。
夜のコースメニューも、女子会プランな
ど多才に用意されており、様々なシーンで
利用できそう。
こちらのお店は、地元のハウスメーカー
の鈴木工務店さんが経営するお店のため、
店内はスタイリッシュな空間。２階は、住
宅リフォームについての相談もでき、専門
員が親切丁寧に対応してくれる空間とな
っています。リフォームを考えている方
は、こちらの利用もいいですね。

Dining café
café Bell

ホームページ：
http://www.homestarhttp://www.homestar-jp.com
ホームページ：http://www.homestar

（土日祝および
時間外でも
でも対応
連絡ください
ください）
土日祝および時間外
および時間外
でも対応しておりますので
対応しておりますので、
しておりますので、お気軽にご
気軽にご連絡
にご連絡
ください）

（通話料無料
通話料無料、相談無料
相談無料）

今すぐ
今
検索！
検索

電話：
電話：01660166-3838-8333 FAX：
FAX：01660166-3838-8880
〒078旭川市豊岡７
７条８丁目 1-15 エステートプラザ
078-8237 旭川市豊岡
E-mail：
info@homestar-jp.com
mail：info@homestar
営業時間：
00～
～20：
営業時間：9：00
20：00 年中無休

売却
売却・
売却・買取・
買取・相談専用ダイヤル
相談専用ダイヤル

株式会社ホームスター
株式会社ホームスター

