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流鉄流山線が増便 流鉄流山線では、8月19日㈯の花火大会当日、19時から23時台は毎時1往復を増便します。また、増便に伴い19時から23時台ま
でダイヤが変更となります。なお、8月20日㈰に延期の場合も、変更したダイヤで運行します。問流鉄株式会社☎7158−0117

　昭和レトロな雰囲気の中、流山駅前周
辺や流鉄車両内で、音楽と食事とお酒が
楽しめる流鉄BEER電車を今年も開催
します。今回の目玉は、車両基地内での
ライブと、全長30メートルのジオラマ
を走る流鉄の大型模型。この夏、この夜
限りの演出をぜひお楽しみください。
問流山本町・利根運河ツーリズム推進課
☎7168−1047　 ID 27194

流鉄流山駅

流山市役所

道
街
山
流

浅間神社

車内会場

ホーム

日時：9月2日㈯15時〜21時
（荒天中止）

会場：流鉄流山駅および周辺

流山おおたかの森駅西口から京成バス（市役所方面行き（「流03」「流12」系
統））「流山駅」下車徒歩1分※16時以降は「流山市役所」下車徒歩約5分

バスでお越しになれます

①

② ライブ会場
（車両基地）

　浅間神社内を切り絵行
灯が幻想的に照らす中で
のジャズコンサートです。
日9月2日㈯17時15分〜
19時25分
所浅間神社（流山1）
費無料　申不要

切り絵行
あんどん

灯と
音楽の夕べ

　昭和の街並み
を再現したジオ
ラマを背景に、
昔の流鉄車両の
大型模型が走り
ます。

　　  全長30メートルのジオラマ
流鉄の大型模型が走行

同日
開催

　車両基地ライブ!!
　世界的アーティストも熱演

　普段は入ることができない車両基地をライブ会
場にします。食事とお酒と音楽が同時に楽しめる
エリアです。世界的バン
ジョー奏者・青木研さん
や、世界で活躍するトラ
ンぺッター・曽根麻央さ
んなどが出演します。

　流山・松戸の人気店が、おいしい
グルメを提供します。お酒のお供
からメインディッシュ、デザートもあ
ります。この日しか味わえないメ
ニューも!…今回は、4カ所のエリア
で飲食が楽しめます。

ブラッスリーしんかわのメニュー

青木さん（中央）曽根さん

⑨
⑩

⑧⑦

⑥
⑤

④③

⑪

本紙9月11日号の折り込み日 広報ながれやま平成29年9月11日号は、発行日が新聞休刊日のため、9月10日㈰の朝刊に折り込みます。
問秘書広報課☎7150−6063

必見！！
新企画！！

売り切れ
御免！！

※会場周辺で交通規制を行います。
　▷規制時間＝13時〜23時

店名 メニュー

①ブラッスリーしんかわ
　（フレンチ）

金目鯛の炙りのせ弁当、
その場で作るオムレツ、
ホットドッグ、プリン

②レタンプリュス
　（パティスリー）

キッシュ、クロックムッシュ、
カップデザート

③オステリア・ドン・トモ
　（イタリアン） 豚肉のハーブロースト

④榮鳳（中国料理） お楽しみ弁当、手作り点心
⑤そば懐石　あずみ野 信州おやき
⑥ビストロミナミンカゼ
　（西洋料理）

ローストチキン、
牛すじ赤ワイン煮

⑦かごや商店（酒屋） ビール、チューハイ
⑧流山市観光協会 白みりんシロップかき氷
⑨流山ボンベイ（カレー） 近江牛カレー　ほか
⑩バンビーノ
　（イタリアン）

自家製サルシッチャ
（腸詰め）

⑪イニサジャ
　（アジア料理）

サテアヤム（焼き鳥）、
クルップウダン（えびせん）

美食の名店がずらり
 音楽が一層おいしさを引き立てる
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つくばエクスプレス南流山駅から秋葉原駅まで
最速20分の快適アクセス

西平井・鰭ケ崎地区は最終販売

流山市の宅地分譲
9 月 新 規 販 売か ら

　9月23日〜10月1日に西平
井・鰭ケ崎地区と鰭ケ崎・思井
地区の宅地（保留地・市有地）の
新規販売を行います。

市の宅地分譲3つのメリット

上下水道・ガス敷設済
建築条件なし 仲介手数料なし

東京

お問い
合わせ

せせらぎと緑が織りなす新しい街

西
に し

平
ひ ら

井
い

・鰭
ひ れ が さ き

ケ崎地区宅地販売センター

0120-45-2410
ようこそ に　　し　　ひ　　れ

（平日10時〜17時）※9月9日·10日·16日·17日・18日・
23日〜10月1日は無休。この期間以外は電話対応

にしひれ
ID 1300

※数字は南流山駅か
らの所要時間（分）（乗
り換え時間含まず）

　新規販売の宅地をご案内。
ぜひこの機会に購入をご検討
ください。
日9月9日㈯・10日㈰・16日㈯・
17日㈰・18日㈷10時〜17時
所西平井・鰭ケ崎地区宅地販
売センター（西平井1193－2
付近）

宅地相談会を開催!

至 三郷

JR武蔵野線

流山セントラルパーク

至 東京

北千住

秋葉原

大手町

つく
ば

エク
スプ
レス

鰭ケ崎・
思井地区

9月9日は救急の日
全国版救急受診アプリ

「Ｑ
き ゅ ー す け

助」の活用を

マイナンバーカードの日曜交付
電話での事前受け付けにご協力を

　9月9日は国が定める「救急の日」で、この日
を含む1週間を「救急医療週間」としています。
　皆さんは急な病気などで、救急車を呼ぶか
どうか迷ったことはありませんか。総務省消防
庁では、そのような際に、症状の緊急度を素早
く判定し、救急車を呼ぶ目安となるウェブ用・ス
マートフォンなど用アプリ「Q助」を配信してい
ます。同アプリを活用していただくともに、救
急車の適正利用にご協力をお願いします。
　また、消防防災課では、市内で開催するイベ
ントにAEDの無料貸し出しを行っています。
詳細は、お問い合わせください。
問消防防災課☎7158－0151　 ID 14168

　マイナンバーカードの交付通知書が届い
た方で、平日の受け取りが困難な方はぜひ
ご利用ください。当日は待ち時間短縮のた
め、9月8日までに電話でご連絡いただいた
方を優先してご案内します。なお、当日は
通常業務は行いません。
日9月10日㈰９時〜１２時、１３時〜１６時
所市役所１階市民課
▷受け取れる方＝本人または法定代理人
（本人同伴に限る）
▷必要書類＝交付通知書（ハガキ）、通知
カード、本人確認書類（別表の①から１点ま
たは②から２点）、住民基本台帳カード（お持

ちの方のみ）※法定代理人の方は、必要書
類に加えて代理権の証明書(戸籍謄本や登
記事項証明など)および代理人自身の本人
確認書類が必要

問市民課☎７１５０－６０７５　 ID 28938

健康を支える栄養学 基礎学習講座(後期)
一家に一人「正しい食生活」で健康管理をできる人を育てよう～

　「健康を支える栄養学」の基礎を体系的に学ぶ講座です。講座では、食生活分析診
断（ミラー）を受けていただきます。流山市国民健康保健加入者は無料ですが、その
ほかの方は有料（7,000円程
度）です。
所初石公民館
持鉛筆、消しゴム、国民健康
保険証
申ハガキに住所、氏名、電話
番号、国保加入の有無を明記
の上、〠270－0192流山市
役所国保年金課へ郵送また
はファクス
問国保年金課
☎7150－6077
FAX 7150－3309

期日 時間 学習内容

9月26日㈫

13時～16時

「環境と生命体」のビデオ／身体の
入れ替わり／睡眠について／食生
活分析の記入について

10月3日㈫ 栄養素の生理的役割／食生活分析
の仕上げに向けて

10月10日㈫ 食品の栄養学的個性について／正
しい油脂のとり方

10月24日㈫ 検査データの見方／グラムのわか
る能力とは　持デジタルはかり

10月31日㈫ 10時～13時
【調理実習】　費800円　持エプロ

ン、三角巾、布巾、デジタルはかり、
筆記用具

11月7日㈫
13時～16時

正しい食生活実践に向けて／献立
のたて方①　持計算機

11月14日㈫ 食生活分析診断の結果説明／献立の
たて方②

施設名 指定管理期間 問い合わせ

向小金福祉会館
（地域ふれあいセンター）

平成30年4月～
平成35年3月末

社会福祉課
☎7150－6079

向小金福祉会館
（児童センター）

子ども家庭課
☎7150－6082

南流山福祉会館 社会福祉課
☎7150－6079

初石公民館 文化会館
☎7158－3462南流山センター

森の図書館 中央図書館
☎7159－4646

①
運転免許証、パスポート、住民基本台帳
カード（写真付き）、障害者手帳、在留カ
ード、特別永住者証明書など

②

保険証、年金手帳、社員証、学生証、子
ども医療費助成受給券、預金通帳など
※「氏名と生年月日」または「氏名と住所」
が記載されたものに限る

家屋調査にご協力を
市職員が伺います

公共施設の
指定管理者を募集
応募は10月4日まで

都市計画の変更の案の概要・原案に関する
説明会、縦覧、公聴会を開催

平方・中野久木
物流施設地区
地区計画の策定
に係る説明会の
実施および原案
の縦覧

　今年新築した家屋を中心に家屋調査
を行います。この調査は、固定資産税
の基礎となる家屋（住宅や店舗・工場・物
置・車庫など）の評価額を算定するため、
家屋の構造や各部分（基礎・柱・屋根・内
外壁など）の使用材料や仕上げおよび
設備などを市職員（固定資産評価補助
員）が伺い調査するものです。
　調査対象の家屋所有者には、事前に
依頼文書を郵送しますので、ご協力をお
願いします。なお、家屋を取り壊した場
合は、職員に告げるか、家屋滅失届を市
役所資産税課へ提出してください。
問資産税課☎７１５０－６０７４
ID 15780

　別表の公共施設の管理運営を行う団体などを募
集します。詳細は募集要項をご覧ください。

　土地区画整理事業の進
しん

捗
ちょく

に合わせた都市計画の変更（①用途地域、②高度地区
の変更の案の概要および地区計画（③運動公園東地区、④運動公園南地区、⑤運動
公園北地区）の変更の原案）の手続きを行います。

【説明会】
日９月９日㈯１０時から　所市役所第２庁舎３０１・３０２会議室

【案の概要および原案の縦覧】
日９月１１日㈪〜２５日㈪の平日８時３０分〜１７時１５分　所市役所都市計画課
▷意見書の提出（③〜⑤のみ）＝都市計画課で配布の意見書に必要事項を明記の上、
意見を４００字詰め原稿用紙２枚以内にまとめ、10月2日（消印有効）までに〠270－
0192流山市役所都市計画課へ郵送または持参

【公聴会】
　①②の変更の案の概要についての公聴会です。
日１０月２８日㈯１０時から　所市役所第２庁舎３０１・３０２会議室

【公述の申出】
対市内に住所がある個人・法人および利害関係のある方
▷公述申出＝都市計画課で配布の公述申出書に必要事項を明記の上、公聴会で述
べようとする意見の要旨を４００字詰め原稿用紙２枚以内にまとめ、９月２５日（消印有
効）までに〠２７０－０１９２流山市都市計画課へ郵送または持参
▷公述人の選定＝申し出多数の場合は抽選※公述していただく方にのみ通知
問都市計画課☎7150－6087

【説明会】
日９月９日㈯１３時から
所市役所第２庁舎３０１・３０２会議室
申不要

【原案の縦覧】
日９月１１日㈪〜２５日㈪の平日８時
３０分〜１７時１５分
所市役所都市計画課
▷意見書の提出＝都市計画課で配
布の意見書に必要事項を明記の上、
意見を４００字詰め原稿用紙２枚以内
にまとめ、１０月２日（消印有効）まで
に〠２７０－０１９２流山市役所都市計
画課へ郵送または持参
問都市計画課☎7150－6087

▷募集要項＝9月4日10時〜10月4日17時に各
担当課ホームページからダウンロード
▷申し込み＝10月4日17時までに必要書類を各
担当課へ
問企画政策課☎7150－6064

東洋学園大学　公開教養講座2017（第4回/全7回）
食の安心と安全～広告表示のチェックポイント

日9月9日㈯13時～15時　所東洋学園大学流山キャンパス　講同大学教授・鵜瀞惠子さん　定200人
（先着順）　費3,000円（残り3回分含む）※当日のみは1,000円　申不要　問同大学☎7150−3001

　流山市ふるさと産品協会では、流山の土
産品や贈答品としてふさわしい「流山市ふ
るさと産品」を新規に募集します。自慢の
一品をぜひご応募ください。
対市内で製造・生産された商品または市内
の原材料を使用した商品
費1品につき審査料1，000円※認定された

場合は同協会に入会の必要あり（協会費年
額5万円※従業員4人以下は年額3万円）
申所定の申請書に必要事項を明記の上、９
月２２日（必着）までに流山商工会議所に提
出
問流山市ふるさと産品協会事務局（流山商
工会議所）☎7158－6111
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　市民の皆さんからご応募いただいた両コンテストの作品展示と投
票を受け付けます。各賞は、皆さんの投票をもとに審査が行われま
す。なお、投票は市ホームページからもできます。
　また、両コンテストの作品は９月８日（必着）まで募集中です。応募
方法など詳細は、市ホームページをご覧になるか市役所環境政策・放
射能対策課へお問い合わせください。
日９月１１日㈪〜１５日㈮８時３０分〜１７時１５分　所市役所
問環境政策・放射能対策課☎7150－6083　 ID 27151

　「都心から一番近い森のまち」流山。市野谷の森
（おおたかの森）に代表されるように、市内には木々
や野草、そこに生息する昆虫、野鳥など、多くの生物
がいます。市では、豊かな自然環境を残すため、平
成22年3月に「生物多様性ながれやま戦略」を策定
し、植樹や森探検などを行い、自然に触れる機会を
つくっています。
　市では、「流山おおたかの森駅」の名称にも使われ
ているオオタカを「市の鳥」とすることについてのアン
ケートを行い、大畔の森と利根運河を散策するイベン
トも開催します。この機会に、身近にある豊かな自然
環境を体験したり考えたりしませんか。
問環境政策・放射能対策課☎7150－6083

緑のカーテン写真コンテスト・
ゴーヤレシピコンテスト
作品展示期間中に投票を受け付け

　公共下水道が使用できる区域内にお住まいで、まだ接続工事がお
済みでない方は、清潔で快適な生活環境のため、早めの接続をお願
いします。
　また、市内の下水道は、汚水管と雨水管が別になっている「分流式」
という方式で、汚水と雨水を一緒に流すことができません。そのた
め、宅内の雨水が誤って汚水管に流れると、各家庭からの汚水が流
れなくなったり、逆流してマンホールなどからあふれてしまったりする
ことがあります。外にある排水口が開いたままになっていたり、汚水
桝
ます

のふたに大きい穴が空いていたりする場合などは早急な改善が必
要です。この機会に一度ご確認ください。
問下水道建設課☎7150－6097

下水道への早期接続と
雨水の浸入防止にご協力を

9月10日は「下水道の日」

流山の豊かな自然に触れてみませんか
自然散策イベントや

「市の鳥」に関するアンケートを実施

9月1日は防災の日
今年度はこれが最後！ 無料の出張耐震相談

　市職員と市に登録した耐震診断士が出
張して相談に応じます。耐震診断士によ
る技術的な相談や、市職員による耐震診
断・改修の補助金の説明なども行います。
日9月25日㈪〜10月6日㈮の平日9時
30分〜17時※1件50分程度
対次の全てを満たす木造住宅
①昭和56年5月31日以前の建築
②在来軸組工法

③地上階数が2階以下で一戸建ての住宅
定３０人（先着順）
費無料
申電話
※ご自宅の図面をご用意ください。その
場で診断を行うものではありません。
問建築住宅課☎7150－6088
ID 1327

　災害はいつどこで起こるか分かりません。いざという時に落ち
着いて行動ができるよう、日頃から備えておくことが大切です。

災害発生時は落ち着いて行動を
　大規模な地震などが発生し、電車などの公共交通機関が止まってしまうと、帰宅が
困難になることがあります。
　災害時には、…多くの方が一斉に移動することで、…救助活動の妨げになることもあり
ます。むやみに移動をせず、適切に状況を判断し、…落ち着いて行動しましょう。…
•まずは身の安全を確保する
•職場など安全な場所にとどまる
•交通情報や被害情報などを入手する
•災害用伝言サービスで家族などの安否を確認する
※「災害用伝言ダイヤル」（171）は、毎月1日・15日や防災週間
（8月30日〜9月5日）などに体験利用ができます。詳細は、同
ダイヤルのホームページをご覧ください。

●徒歩帰宅に備える
•ラジオや地図を持ち歩く
•職場などにスニーカーや懐中電灯、手袋などを用意する
•家族などと安否確認の方法や集合場所を話し合っておく
•徒歩での帰宅経路を確認しておく

●徒歩で帰宅する方を支援
　右の2つのステッカーのあるコンビニエンスストア、ファミ
リーレストラン、…ガソリンスタンドなどでは、災害時に水道水や
トイレ、…道路交通情報などを徒歩で帰宅する方に提供してい
ただけます。
問防災危機管理課☎7150－6312

千葉県を含む九都県市が
協定を締結

自分でできない場合はご相談を
　工事を依頼する場合は、必ず見積もりを取り、工事金額を確認しましょう。

備えていますか？ ご自宅の家具転倒・落下対策
　地震では、家屋の倒壊だけでなく、家具
の転倒・落下による事故や逃げ遅れも増
えています。これらを防ぐためには、出口
をふさぐような場所に家具を配置しない

ことや、家具が転倒・落下しないよう器具
などで固定しておくことが大切です。一
度に全ての対策をするのは大変ですの
で、できることから始めましょう。

転倒対策の一例 壁に金具で直接
ネジ留めする

ビン類は飛び出さないように
ストッパーを付ける

ガラス扉などには
飛散防止フィルムを貼る

突っ張り様式の
器具は、天井の強
度を確認して使用
する。突っ張り棒
を使うときは、家
具の下部も固定す
るとより効果的

家具転倒防止板を
挟み込む

粘着マットを付けると
きは、上部にも器具を
付けるとより効果的

壁の強度
が足りな
い場合は
当て木を
付け、ネ
ジが抜け
ないよう
にする

キャスターは
移動しない
ようにする 上下に分かれて

いる家具は金具
で連結する

扉は開かない
ように留め具
を付ける

転倒対策の一例 壁に金具で直接
ネジ留めする

ビン類は飛び出さないように
ストッパーを付ける

ガラス扉などには
飛散防止フィルムを貼る

突っ張り様式の
器具は、天井の強
度を確認して使用
する。突っ張り棒
を使うときは、家
具の下部も固定す
るとより効果的

家具転倒防止板を
挟み込む

粘着マットを付けると
きは、上部にも器具を
付けるとより効果的

壁の強度
が足りな
い場合は
当て木を
付け、ネ
ジが抜け
ないよう
にする

キャスターは
移動しない
ようにする 上下に分かれて

いる家具は金具
で連結する

扉は開かない
ように留め具
を付ける

　駅などの施設に名前が使われ、市の自然環境の
象徴的な存在ともなっている「オオタカ」。そのオオ
タカを市の鳥に制定することについてのアンケート
を実施します。次の施設に設置の投票箱または市
ホームページからご回答ください。
日９月１日㈮〜２２日㈮　所市役所、各出
張所・図書館・公民館、クリーンセンター
ID 25786

　大畔の森と利根運河の自然や生き物について学
び、実際に現地で体験するイベントです。
ID 25579

①大畔の森探検　虫と草花
日９月２４日㈰８時４５分〜１２時※雨天時は９月３０日
㈯　所コミュニティプラザ集合　対小学生程度の親
子　定５０人（先着順）　費無料　持長靴
申市役所環境政策・放射能対策課に電話
②利根運河の魅力
　どなたでも参加できます。
日１０月９日㈷９時〜１２時※雨天時は１０月１４日㈯
所東深井福祉会館集合　定７０人（先着順）　費無料
申環境政策・放射能対策課に電話

　どなたでも参加できる公開講演会です。井崎市
長の講演もあります。
日９月１０日㈰１３時〜１７時３０分（市長の講演は16
時ごろから）
所東京理科大学野田キャンパス　費無料　申不要

市の鳥のアンケートを実施

流山 森と川の生きものたち

日本植物学会第81回大会公開講演会
植物の生き方・人との共生

問建築住宅課☎7150－6088　 ID 1167

◦流山建設業協同組合
　☎7158－5680
◦流山商工会議所（流山市耐震補強支援…
　センター）☎7158－6111

◦流山市シルバー人材センター
　☎7155－3669
◦千葉土建一般労働組合柏流山支部
　☎7164－2093

　流山市赤十字奉仕団員が活動を紹介する
「1日赤十字」を開催します。今回は、身近な
ものを使った救急法や災害対策の講話があ
ります。
日９月２２日㈮１０時〜１５時

所文化会館
定２０人（先着順）
費１００円（保険代）
申市役所社会福祉課へ電話
問社会福祉課☎7150－6079

「１日赤十字」を開催
身近なものを使った救急法

日／所①９月3日㈰９時３０分〜１２時、１３時１５分〜１５時３０分／流山運転免許セン
ター②９月２６日㈫１０時〜１１時４５分、１３時〜１６時／市役所　対１６〜６９歳の健康
な方（ただし６５歳以上の方は６０〜６４歳までに献血経験のある方）※献血カードが
ある方はご持参を。200ml献血は予定数に達し次第終了
問千葉県赤十字血液センター☎０４７－４５７－９９２７
保健センター☎7154－0331

献血にご協力を

日＝日時　所＝場所　講＝講師　内＝内容　対＝対象　定＝定員　費＝費用　持＝持ち物　申＝申し込み　問＝問い合わせ　
ID＝ページID（市ホームページのトップページで入力すると、関連ページがすぐに見られます）
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運動会で差をつけろ! 
プロ陸上選手直伝かけっこ教室
　小学校低学年は遊びを取り入れて楽しく学び、
高学年はより実践的な理論と動作を学びます。
日9月10日㈰①13時30分〜14時20分
②14時30分〜15時20分
所キッコーマン…アリーナ
対①小学1〜3年生②小学4〜6年生
定①30人②50人（いずれも先着順）
費無料
持動きやすい服装、室内用シューズ、飲み物　
申電話
問キッコーマン…アリーナ☎7159－1212

市内小・中学校科学作品展
　市内小・中学校の児童・生徒が夏休みに取り
組んだ科学論文・科学工夫作品の中から選ば
れた作品を展示します。特に優れた作品は、千
葉県児童生徒作品展に出品します。
日９月２３日㈷〜２４日㈰９時〜１８時

所生涯学習センター（流山エルズ）
費無料
問指導課☎7150－6105

博物館子ども教室　貝アクセサリーをつくろう
　貝がらは、縄文時代から
アクセサリーとしても利用
されてきました。さまざま
な貝がらを使って、オリジ
ナルのアクセサリーをつくりませんか。
日9月23日㈷13時30分〜15時30分
所東部公民館　対小・中学生と保護者
定20人（先着順）　費無料
申9月2日10時から博物館に電話
問博物館☎7159－3434　 ID 34741

親子サロン・スペシャル
リトミックでお友達になろう!!
日9月28日㈭10時〜10時50分
所初石公民館　対未就園児の親子
定40組（先着順）　費無料　申電話
問初石公民館☎7154－9101

キッズイベント

会場 日程 催し物

駒木台児童館
☎7154－4821

9日㈯ 卓球教室
14日㈭～16日㈯ 楽しいクラフト

30日㈯ ダイビン大会

江戸川台児童センター
☎7154－3015

1日㈮ ドッジボール大会
4日㈪ ビンゴ大会

16日㈯ 卓球教室

思井児童センター
☎7159－5666

9日㈯ ボンバーチャンピオン大会
30日㈯ マンカラ大会

向小金児童センター
☎7173－9320

14日㈭～16日㈯ 敬老の日のプレゼント作り
30日㈯ ドッジボール大会

赤城児童センター
☎7158－4545

9日㈯ 卓球大会
11日㈪ わらべうたであそぼう

十太夫児童センター
☎7154－5254

11日㈪～16日㈯ 敬老の日のプレゼント作り
27日㈬ わらべうた

野々下児童センター
☎7145－9500

27日㈬ わらべうたとおはなし
30日㈯ ぼうずめくり大会

9月の催し物 問各児童館・児童センター　 ID 902

●児童館・児童センター

▶なかよしひろば… 日20日㈬　内流山音楽療法「元気にドレミ」　ほか
… 所北部公民館（☎7153－0567）
▶親子サロン… 日5日㈫・19日㈫※5日はおもちゃ病院もあり。
… 所初石公民館（☎7154－9101）
▶たんぽぽのひろば… 日21日㈭　内親子体操※おもちゃ病院もあり。14時まで…
… 会場を開放　所東部公民館（☎7144－2988）
▶すくすくひろば… みんなで気軽におしゃべりしましょう。
… 日12日㈫　所南流山センター（☎7159－4511）
▶おおたかの森ひろば… 日28日㈭　内親子ふれあい遊び　ほか
… 所おおたかの森センター（☎7159－7031）

時間はいずれも10時〜11時30分　費無料　申不要　問各公民館

各公民館の子育てサロンお友だちを
つくりましょう

▶中央ひだまりサロン…自由に遊んだりおしゃべりしたり。
… 日5日㈫・8日㈮・12日㈫・19日㈫・22日㈮・26日㈫
… ※8日・26日はおもちゃ病院もあり　所文化会館
▶さくらんぼくらぶ… 双子・三つ子のパパママの情報交換と仲間づくり。
… 日21日㈭　所文化会館
▶南流山ぽかぽかサロン…乳幼児連れの親子が自由に交流。
… 日21日㈭　所南流山福祉会館※おもちゃ病院もあり

乳幼児をもつ方の交流の場 （9月）
時間はいずれも10時〜11時30分
費無料　申不要　問文化会館☎7158－3462　 ID 930

子育てママのセミナー
赤ちゃんといっしょ（全3回）

　エアロビで体を動かして、身も心もリフレッシュしませんか。その間、お子さんは別
室でお預かりします。
所初石公民館　定50人（先着順）
※子どもは30人まで
費1回500円、子ども1人1回100
円　持ヨガマットまたはバスタオル
（9月22日のみ）
申電話または直接窓口へ
問初石公民館☎7154－9101

　専門家の方からアドバイスを受けながら、ベビーマッサージやママの身体のケア、赤ちゃ
んの食事について学びます。
日10月6日㈮・16日㈪・23日㈪10時〜11時30分（23日は12時まで）
所南流山センター　講助産師・米村洋子さん、小路和子さん、管理栄養士・井上智美さん　
対0歳児とその母親　定20組（多数抽選）　費無料
申電子申請またはハガキに氏名（ふりがな）、赤ちゃんの名前（ふりがな）・月齢、住所、電話番
号、日頃気になることを明記の上、9月15日（必着）までに〠270－0176流山市
加1－16－2文化会館「子育てママのセミナー」係へ郵送またはファクス
問文化会館☎7158－3462FAX７158－3442　 ID 18862

日9月14日㈭10時〜11時30分　所生涯学習センター（流山エルズ）
対親子　定４０組（先着順）
費無料　申電話
問生涯学習センター（流山エルズ）☎7150－7474

子育てママのリフレッシュサロン
エアロビでリフレッシュしませんか!!

生涯学習センター（流山エルズ）の
子育てサロン

乳幼児のいるママたちの交流の場

子育て世代対象の
住み替え相談会

住み替え支援組織が応援!!
経済的に就学が

困難な方へ
学用品費や

学校給食費などを援助

遺児等手当の現況届
9月30日までに届け出を

　今回は、市内の中古住宅を有効活用していただく
ための講演会を行います。リノベーションで魅力あ
る住宅になった事例を紹介します。市内で住宅購入
をお考えの方はぜひお越しください。講演後には、不
動産事業者・建築設計事務所・工務店のチームに相談
できる時間もあります。
日９月２４日㈰①講演会：１０時〜１１時
②相談会：１１時〜１２時※１組３０分程度
所市役所第2庁舎301・302会議室
講横浜市立大学教授・齊藤広子さん、株式会社エン
ジョイワークスの方　対市内で中古住宅の購入をお
考えの子育て世代の方など
定①４０人②１５組（いずれも先着順）　費無料
申９月１日９時から市役所建築住宅課に電話※キッズ
スペースなどの確保のため、小さなお子さん連れの
方は開催日の1週間前までにお申し込みください。
問建築住宅課☎7150－6088　 ID 23647

　お子さんを市立小・中学校へ就学
させるのに経済的理由でお困りの
方に対し、学用品費・学校給食費・修
学旅行費などを援助しています。詳…
細はお問い合わせください。
対①生活保護の停止または廃止を
受けた方②市民税の非課税または
減免の扱いを受けた世帯の方③児
童扶養手当を受給されている方④
その他同一生計の家族全員の所得
が限度額以内の方など
問学校教育課☎７１５０－６１０４
ID 13159

　遺児等手当を受給している方に、現況届の用紙を送付しています。届け出期
間は９月３０日までです。期限内に届け出ないと手当が受けられないこともありま
すのでご注意ください。

【新規申請は随時受け付け】
　遺児等手当は、父母のいずれか一方が亡くなられているなどにより、１６歳未満
（心身に中度以上の障害をおもちの方の場合は２０歳未満）の遺児などを監護また
は養育している方に、児童福祉を目的に支給しています。ただし、所得による支
給制限があります。申請方法など詳細は、お問い合わせください。
問子ども家庭課☎7150－６０８２　 ID 913

期日 時間 プログラム

9月22日㈮

10時30分～
11時30分

美・ボディエクササイズ

10月13日㈮ ウエストシェイプ 
エクササイズ

10月31日㈫ ダンスエクササイズ

11月28日㈫ 脂肪燃焼プログラム

家庭教育講座を開催
　家庭教育講座は、子どもの健全な成長を支援
するために、小・中学校と公民館が連携して実施
しています。どなたでも無料で参加できます。な
お、学校に駐車場はありませんので、公共交通機
関をご利用ください。
問文化会館☎7158－3462

◆常盤松中学校家庭教育講座　
子供のやる気を引き出す親 うばう親

　親子の価値観の違いや、わが子の伸ばすべき
特性に気付き、楽しい子育てを実践しましょう。
日10月4日㈬13時30分〜15時　
所常盤松中学校
講 i-color(統計心理学)カウンセラー・河野真杞
さん
申9月27日までに文化会館に電話

◆南部中学校家庭教育講座　
いのちの講座

　日々の生活の中で自分のことは後まわしになって
いませんか。いつまでも元気で若 し々くいるために、
子どもの体と自分自身の体について学びましょう。
日10月5日㈭10時〜12時　所文化会館　
講（一社）千葉県助産師会会長・足立千賀子さ
ん　申文化会館に電話※一時保育あり

◆南流山小学校家庭教育講座　自活力を身に
つけるために～子どもに伝えたいお金のこと～

　家庭でのおこづかい教育の秘けつと、教育費
の貯

た

め方についての講演です。
日10月11日㈬9時30分〜11時15分
所南流山小学校
講ファイナンシャルプランナー・鈴木さや子さん　
定20人（先着順）　申文化会館に電話

発掘・整理作業員（臨時職員）を募集 市内の遺跡調査や整理作業に従事する作業員（臨時職員）を募集します。申し込み方法など詳細は、お問い合わ
せください。 対18～60歳の健康な方　問博物館☎7159−3434　 ID 1140
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栄養講座「楽しく食べて健康寿命を延ば
そう」

（健康づくり推進員協議会主催）
　栄養バランスを考えた食生活の積み
重ねが、健康寿命を延ばす第一歩。肉と
盛りだくさんの野菜を使った簡単メ
ニューを紹介します。
日9月22日㈮10時～13時
所北部公民館　対市内在住の方
定24人（先着順）
費400円（材料代）
持エプロン、三角巾、筆記用具
申保健センターに電話
問保健センター☎7154－0331

介護予防教室を開催（全8回）
元気なうちから取り組もう
　介護予防は元気なうちから取り組む
ことが大切です。年齢を重ねても元気
で暮らし続けるための方法を楽しく学
びませんか。
日9月28日、10月5日・12日・19日・26
日、11月2日・9日・16日の 木 曜10時 ～
11時30分
所駒木台第一自治会館
内ながいき100歳体操（重りを付け、重
さを調節して行う運動）、栄養・口

こ う く う

腔につ

いての講話
対全日程に参加できる市内在住の65歳
以上の方
定20人（先着順）
費無料
持動きやすい服装と上履き、飲み物
申中部高齢者なんでも相談室（地域包括
支援センター）に電話またはファクス
問同相談室☎7150－2953
FAX 7158－8419

認知症サポーター養成講座
安心して暮らせる街づくりのために
　認知症サポーターとは、認知症を正し
く理解し、認知症の方やその家族を温か
く見守り支援する応援者のことです。な
お、講座を修了した方にはサポーターの
証し「オレンジリング」をお渡しします。
日9月30日㈯13時30分～15時
所ケアセンター
内「認知症とはどんな病気?」「認知症の
方への接し方」
対市内在住・在勤の方
定50人（先着順）
費無料
申南部高齢者なんでも相談室（地域包括
支援センター）に電話
問同相談室☎7159－9981
FAX 7178－8555　 ID 22336

高齢者のための生活安心講座　
これからの生活 皆で一緒に考えてみま
せんか
　これからの生活をより充実させ、安心
して安全に過ごすために一緒に考えて
みませんか。1回のみの参加も可能です。

所初石公民館　費無料　定100人（先着
順）　申中部高齢者なんでも相談室（地域
包括支援センター）に電話
問同相談室☎7150－2953

中途失聴者･難聴者のための手話講習会
(全12回)
　中途で失聴した方や難聴者の方、その
家族のための手話講習会です。講師の
話を文字で表示しながら進めますので、
安心してご参加ください。
日10月4日〜平成30年1月24日の水曜
いずれも10時〜12時（10月11日、11月8

日、12月13日、1月3日・10日を除く）　
所障害者福祉センター（東深井福祉会館
内）　講NPO法人千葉県中途失聴者・難
聴者協会・田仲聿子さん
対市内在住・在勤・在学の方　定20人（多
数抽選）　費1,200円（テキスト代）
申9月4日〜22日に電話、ファクスまたは
直接窓口へ
問障害者福祉センター☎7155－3638…
FAX 7153－3437

精神障害者ホームヘルパー養成研修
（NPO法人自立サポートネット流山主催）
日講義：11月8日㈬・27日㈪9時30分～
17時（27日は16時まで）実習：11月13
日㈪～22日㈬の平日のうち1日9時45
分～16時　所障害者福祉センター（東深
井福祉会館内）
対市内在住または市内の訪問介護事業
所に勤務しているホームヘルパー研修1
～3級修了者もしくは介護福祉士資格を
お持ちの方または、将来精神障害者の介
護に従事することを希望する方
定20人（先着順）　費3,000円　持筆記
用具、上履き、昼食　申9月4日から電話、
ファクスまたは直接窓口へ※窓口の場
合は資格証明書の写しを持参
問障害者福祉センター☎7155－3638
FAX 7153－3437

 健康と福祉の講座

開催教室 日程 開催場所 備考
ハローベイビー 1日 保健センター

（13時15分～13時30分受付）
初めてお母さんになる妊娠5～8カ月(16週～
31週)の方と初めてお父さんになる方（パート
ナー）対象。3回で1コース（2回目に実習材料
代350円を集金）、申し込みは電話または電
子申請（2回目からの参加者は1週間前までに
要予約）。定員36人。10月分の予約も受け付
け中(①10月13日②10月20日③10月27日)

15日 保健センター
（9時45分～10時受付）

30日 保健センター
（13時15分～13時30分受付）

育児相談

19日 保健センター（1歳未満）（9時45分～10時15分受付）
母子健康手帳を持参。1歳未満・1歳以上で対
象児を分けています。(その兄弟も相談可)

20日 南流山センター（1歳未満）
（9時45分～10時15分受付）

29日 南流山センター（1歳以上）
（9時45分～10時15分受付）

もぐもぐ教室
（予約制）

21日 保健センター 4～5カ月児の離乳食指導。母子健康手帳、
器、スプーンを持参27日 南流山センター

カムカムキッズ
（予約制）

22日 保健センター 平成28年9月～10月生まれの乳幼児対象。子
どもの歯と食生活の指導と試食。母子健康
手帳、おしぼり、歯ブラシを持参28日 東部公民館

むし歯予防教室
（予約制）

1回目6日・2回目13日・
3回目26日 保健センター 2歳2カ月児対象。3回で1コース。1歳6カ月 

児健康診査時に申し込み。申込者に個人通知

健康診査
①3カ月児…個人通知 市内医療機関 平成29年6月生まれの乳児対象
②1歳6カ月児…4日・5日 保健センター（12時45分～14時受付） 平成28年2月生まれの幼児対象
③3歳児…8日・11日 保健センター（12時45分～14時受付） 平成26年5月生まれの幼児対象

食事相談（予約制） 月～金曜 保健センター 生活習慣病などの食事指導
成人健康相談
（予約制） 月～金曜 保健センター 生活習慣病などの健康に関する相談

【平日夜間・休日】　

【平日夜間小児救急（21時以降）】　
▷診療日時＝月〜土曜21時〜翌8時　所東葛病院（中102－1）☎7159－1011

【休日夜間】
市ホームページをご覧になるか消防本部（☎7158－0119）へお問
い合わせください。
問保健センター☎7154－0331FAX7155－5949　 ID 15879

平日夜間·休日 救急医療
※予約制。相談内容など、詳細はお問い合わせください。

  松戸健康福祉センター（松戸保健所）各種無料相談
事業名 実施日（9月） 時　間 問・予約

不妊相談 電話（予約不要） 4日㈪ 9時～11時30分

☎047ー361ー2138
来所 4日㈪ 13時30分～15時

思春期相談 11日㈪ 14時～17時
精神保健福祉相談 7日㈭ 14時～16時

酒害相談 21日㈭ 14時～16時30分
エイズ
検査

即日検査 5日㈫・19日㈫ 13時30分～14時 ☎047ー361ー2139夜間検査 19日㈫ 17時30分～18時30分
DV相談 電話（予約不要） 月～金曜 9時～17時 ☎047ー361ー6651来所 原則金曜 9時～17時
障害者

差別相談
電話（予約不要） 月・火・木・金曜 9時～17時   ☎047ー361ー2346

FAX047ー367ー7554来所

健康保健あんない 転入された方などで個人通知が届かない場合は、お問い合わせ
ください。　問保健センター☎7154－0331　 ID 1369月

診療科目 受付時間 場所
平日夜間 内科・小児科 19時～20時30分 保健センター内

平日夜間・休日診療所
（西初石4－1433－1）

☎7155－3456
休日 内科・小児科 9時～11時30分

13時～16時30分
歯科 9時～11時30分

※病状により二次病院へ紹介させていただく場合があります。

　成年後見制度は、判断能力が不十分なために財産侵害を受けたり、人
としての尊厳が損なわれたりすることがないよう、法律面や生活面で支
援する身近な仕組みです。相談には認定ＮＰＯ法人東葛市民後見人の
会が応じます。お気軽にご相談ください。
日９月１２日㈫13時〜15時※1人40分以内
所ケアセンター
対今後成年後見制度の利用を考えている方やその家族など
定3人（先着順）　申社会福祉協議会へ電話
問社会福祉協議会☎7159－4735

　流山中央病院、千葉愛友会記念病院、東葛病院の市内３病院から医
師をお招きし、安心して住み続けるために欠かせない地元の救急医療に
ついて講演していただきます。手話通訳と要約筆記があります。
日10月1日㈰14時〜15時50分　所文化会館
内「脳卒中の早期診断〜どのように治療しているか〜」「消化管出血で
あわてないために」「地域に求められる救急医療〜小児・高齢者〜」
定820人(先着順）　費無料　申不要
問流山市医師会☎7155－2324

流山市医師会の市民公開講座
流山市の救急医療

成年後見制度の無料相談
誰もが地域で安心して暮らすために

秋のがん検診が始まります 大腸がん検診・子宮頸け い

がん集団検診

森の倶楽部の入浴施設を休業 高齢者福祉センター森の倶楽部では、9月12日㈫に設備点検・清掃を実施するため入浴施設を休業します。なお、
そのほかの施設はご利用になれます。 問森の倶楽部☎7152−2373　 ID 5558

期日※時間は
いずれも13時
30分～15時

内　容 講   師

9月28日㈭ 消費者被害の
実態と対策

流山市消費生活セ
ンター相談員、流山
警察

10月12日㈭
将来の備えについ
て（成年後見制度、
相続、遺言など）

法テラス弁護士・立
花朋さん

10月26日㈭
いざ、という時のた
め に 知って安 心 、
成年後見
※個別相談もあり

東葛市民後見人の会
副理事長・丹澤泰夫
さん

　秋のがん検診が始まります。すでに登録（申し
込み）されている方には、８月下旬に受診票を送付
しました。年に一度の検診を受けましょう。検診は
「自覚症状などのない健康な人」が対象です。自
覚症状のある方は医療機関で診察を受けてくださ
い。
　受診を希望する方でまだ登録をされていない方
は、お早めにお申し込みください。
 大腸がん検診
　近年、ライフスタイルの変化などにより、大腸がん
が急増しています。大腸がんの検診は、便に混じっ
た大腸からの出血を調べる「便潜血検査」です。
　９月１日〜１１月３０日に契約医療機関で実施します。
 子宮頸がん検診
　近年、２０代や３０代の若年層で増加傾向にありま
す。これから結婚や出産を迎える年代や、幼い子ど
もを持つ母親にとって深刻な問題となっています。
・集団検診
　９月７日〜１０月２４日の間で１１回、２０歳以上（平
成３０年４月１日現在）の女性を対象に集団検診を
実施します。検診日時や会場は受診票でご確認く

ださい。
・個別検診（申し込み不要）
　年度内に集団検診か個別検診のいずれかを受
診できます。個別検診は１年を通して受けられま
す。保健センターへの申し込みは必要ありません
ので、直接契約医療機関へご連絡ください。契約
医療機関は、保健だよりまたは市ホームページを
ご覧ください。
 他の検診も受け付け中
　乳がん検診、骨粗しょう症検診も受け付け中で
す。今年から３０歳代の女性を対象に乳がん超音
波検査が始まり、がん検診がさらに充実しました。
ぜひお申し込みください。

【検診の申し込み】
　電子申請または①希望の検診名②住所③氏名
（フリガナ）④生年月日⑤性別⑥電話番号を明記の
上、〠２７０－０１２１流山市西初石４－１４３３－１保健
センターに郵送または直接窓口へ※電話、ファク
スでの申し込みはできません。
問保健センター☎７１５４－０３３１
ID 725
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9月1日㈮〜29日㈮

流山市展受賞作品展Ⅰ
流山市展受賞作品を展示します。

問㈱アーテック
☎7154－1441　 ID 999

　市役所１階市民ギャラリーで次の展示を行います。

市民ギャラリー　今月の展示

9月4日㈪〜8日㈮

四季の花々展
「初秋」をテーマに展示します。

問生涯学習課
☎7150－6106　 ID 997

喪失します。▷受付期間=9月15日まで
問千葉県下水道協会事務局（千葉市役所
下水道経営課内）☎043－245－6112

 その他
★有吉かつこアコースティックライブ
＠運河駅　みんなで歌いましょう！

日9月13日㈬13時30分〜14時、15時〜
15時30分　所運河駅ギャラリー（運河駅
自由通路）　費無料　申不要
問利根運河交流館☎7153－8555（月・
火曜休館）

★北部公民館のイベント

①歌のひろば
日9月20日㈬13時〜14時30分　講音
楽講師・比嘉りとさん　定180人（先着順）
②映画のひろば

「男はつらいよ」
　人気シリーズの第1作です。さくら（倍
賞千恵子）と博（前田吟）の結婚式の名場
面をみんなで見ましょう。
日9月20日㈬15時〜17時
③みんなでリフレッシュ
日9月27日㈬13時〜14時30分
講流山音楽療法「元気にドレミ」・小金丸
尚子さん

【共通事項】
所北部公民館　費無料　申不要
問北部公民館☎7153－0567

★一茶双樹記念館　観月の会

　秋の宵、名月に映し出された庭園の幻
想的な風情を味わいながら、流山市文化
協会邦楽三曲会・南海佳子さんによる美し
い琴の音色に浸ります。
日９月２３日㈷１８時〜１９時　所一茶双樹
記念館　▷曲名＝夕月／佐藤義久、秋のう
た／野村正峰　ほか　定５０人（先着順）
費５００円（お茶とお菓子付き）
申電話、ファクスまたはメール
問一茶双樹記念館☎・FAX7150－5750
（月曜休館、祝日の場合は翌日）
info@issasoju-leimei.com

★千寿の会　午後のお茶の集い

　今回は、龍乃流舞踊の会の舞踊があります。
日10月2日㈪13時30分〜15時　所東
深井福祉会館　対市内在住・在勤・在学の
方　定40人（先着順）　費無料　申9月3
日から電話、ファクスまたは直接窓口へ
問東深井福祉会館☎7155－3638
FAX 7153－3437　 ID 33321

所流山商工会議所　
申流山商工会議所へ直接※②は同会議所
ホームページからも可
問流山商工会議所☎7158－6111

防火管理甲種新規講習

日10月31日㈫〜11月1日㈬※2日間
所南流山センター　定150人　申（一財）
日本防火・防災協会のホームページから申
込用紙をダウンロード、または市消防本部
予防課で配布の申込用紙に必要事項を明
記の上、9月25日〜26日に（一社）千葉県
消防設備協会にファクスまたは持参
問（一社）千葉県消防設備協会☎043－
306－3871FAX 043－223－6610
消防本部予防課☎7158－0270

平成29年後期危険物取扱者試験

日11月19日㈰　所日本大学生産工学部
実籾キャンパス（習志野市）　申９月7日
〜10月16日に（一財）消防試験研究セン
ター千葉県支部に郵送または持参（平日
のみ）※電子申請は9月4日〜10月13日

【受験者対象講習会（希望者のみ）】
日１０月１８日㈬　所松戸商工会議所
費３，６００円（テキスト代別途）
申９月２５日〜２９日に消防本部予防課で受
け付け
問消防本部予防課☎7158－0270

東京商工会議所の検定

所流山商工会議所
申東京商工会議所検定センターに電話ま
たは同センターホームページから
問同センター☎03－3989－0777

排水設備工事責任技術者
共通試験および登録更新

【共通試験】
日平成30年1月13日㈯　所千葉市総合
保健医療センター　対平成10年1月14
日以前に生まれた方で、修学歴や下水道
排水設備工事に関する職歴など一定の経
験年数を有する方　費10,000円　▷申
込書の配布=9月4日〜10月6日に千葉
市役所下水道経営課で配布※郵送希望の
方は問い合わせを　▷申込書受付期間
=9月4日〜10月12日（消印有効）

【登録更新】
対資格の有効期限が平成30年3月31日
の方※期間内に手続きをしないと資格を

生涯学習センター（流山エルズ）の講座

講座名 期　日 時　間 費　用

①初めての
　ジェルネイル
　無料説明会

9月21日㈭ 12時30分～13時30分 無料
※要申し込み

②楽しい墨彩画 10月3日～平成30年3月20日の第1・３火曜 9時45分～11時45分
12,000円

（全12回、教材
代含む）

③新規開講！
　初めての中国語
　会話入門コース
　※5人以上で開講

10月7日・14日・21日、11月4日・18日・25日、
12月2日・9日・16日・23日の土曜 19時15分～20時45分 12,000円

（全10回）

④これであなたは
　国際通

9月14日㈭:外国のマナーや常識を和訳
9月28日㈭:英文法・前置詞の使い方
10月12日㈭:英会話・進行形の使い方
10月26日㈭:英会話・基本文型の習得

19時～20時30分 4,400円
（全4回）

●初石公民館のパソコン講座　問初石公民館☎7154－9101

申 問生涯学習センター（流山エルズ）☎7150－7474

講公民館パソコンボランティアの各団体（流山パソコンボランティア・ＰＣＹＹクラブ・ＩＴカ
ルチュア）※OSはウィンドウズ10。オフィスのバージョンは2016
定各12人（先着順）　費①③1,500円②2,500円④1,000円※テキスト代　申電話

定10人（先着順）　費2,500円※テキスト代　申電話

市民対象の公民館パソコン教室（10月）
●文化会館のパソコン講座　問文化会館☎7158－3462　 ID 21989

　問地域職業相談室
　（ジョブサポート流山）
　☎7156－7888
●心配ごと相談
　水曜（13時〜15時30分）
　ケアセンター
　問同相談所☎7159－4970
●おやこあんしん相談（電話相談可）
　月〜金曜（9時〜16時）
　子ども家庭課
　問おやこあんしんダイヤル
　☎7158－1710
●子ども家庭悩みごと相談
　月〜金曜（9時〜16時）
　家庭児童相談室
　問同相談室☎7158－4144
●障害者就労相談（予約制）
　月〜金曜､第4日曜
　（9時〜17時）
　障害者就労支援センター
　問同センター☎7155－6421
●幼児教育相談
　月・火・木曜（９時〜14時）
　問幼児教育支援センター

　☎7154－8781
●教育相談
　月〜金曜（9時〜16時30分）
　※第3水曜を除く
　教育研究企画室
　問教育相談室☎7150－8390
●青少年相談
　月〜金曜（9時30分〜16時30分）
　※第3水曜を除く
　青少年指導センター
　問同センター相談室
　　☎7158－7830
　　☎7158－7833
●心の相談（予約制）
　11日
　（13時30分〜16時30分）
　心の相談室
　問障害者支援課☎7150－6081
●こどもの発達相談（予約制）
　月〜金曜、第3土曜
　（9時〜16時）
　児童発達支援センターつばさ内
　療育相談室
　問療育相談室☎7154－4844

❶法律相談（予約制）
　火・木曜（13時〜15時40分）
❷悩みごと相談（予約制）人権・行政
　月曜（10時〜15時）
　※18日を除く
❸税務相談（予約制）
　27日（13時〜16時30分）
❹登記相談（予約制）
　13日（13時〜15時40分）
❺交通事故相談（予約制）
　26日（10時〜15時）
❻不動産相談（予約制）
　20日（13時〜16時30分）
❼暮らしの手続き相談（予約制）

　15日（13時〜16時）
❽外国人相談（予約制）
　27日（13時〜16時）
　※20日までに要予約

●消費生活相談
　月〜金曜（9時〜16時30分）
　消費生活センター
　問同センター☎7158－0999
●女性の生き方相談
　（予約優先、電話相談可）
　1日・8日・22日（10時〜16時）
　市民相談室
　問企画政策課男女共同参画室
　☎7150－6091　 ID 33108
●職業相談・紹介
　月〜金曜（9時30分〜17時）

月〜金曜（8時30分〜17時）
☎7158－1616

市民相談室の相談

相談あんない
相談日が祝日などの場合は、休みとなります。事前に問い合わせを。ID 31

9月

その他の相談

●酒害相談
　5日・22日
　（18時30分〜20時30分）
　江戸川台福祉会館
　10日（14時〜16時）
　向小金福祉会館
　問流山断酒新生会
　☎7192－8577
●年金相談（予約制）
　8日（9時30分〜15時30分）
　市民相談室※先着8人
　問国保年金課☎7150－6110
●わが家の耐震相談･無料診断
　月〜金曜（9時〜16時）
　昭和56年以前建築の木造住宅対象
　問建築住宅課☎7150－6088
●生涯学習相談（予約制）
　20日（14時〜16時）
　文化会館
　問文化会館☎7158－3462
●マンション管理士派遣相談（予約制）
　皆さんのもとに出向きます。
　問建築住宅課
　☎7150－6088　 ID 2044

講座名 期　日 時　間 内　容

①ワード初級 10月2日㈪
3日㈫

13時30分～
16時30分

ワードの基本操作、案内文書作成（自治会など向け）、
ワード何でも相談

②マンツーマン
　パソコン
　初心者教室

10月4日㈬
5日㈭

パソコンよろずサポート（ワード、エクセル、年賀状作成、
デジカメ編集保管など）

③年賀状作成 10月10日㈫
11日㈬

はがき作成ウィザードを利用した文面と宛名面の作
成方法、写真、ワードアート、クリップアートなどの取り
込みと文面への貼り付け

④アルバム作成 10月12日㈭
13日㈮ 10時～12時 お気に入り写真にタイトル、説明をつけて思い出のア

ルバム作成

講座名 期　日 時　間 内　容

マンツーマン
パソコン
初心者教室

10月11日㈬
12日㈭

13時30分～
16時30分

（1）ワード（2）エクセル（3）メール・インターネット
（4）デジカメ編集（5）ホームページのうち1つ選択

無料税務相談 千葉県税理士会松戸支部所属の税理士が、 無料で相談に応じます。　日9月14日㈭・28日㈭10時～12時、13時～15時　所千葉
県税理士会松戸支部　費無料　申電話　問同支部☎047−366−2174

検定名 試験日
福祉住環境コーディネーター検定 2・3級 11月26日㈰

ビジネスマネジャー検定 11月12日㈰
カラーコーディネーター検定 2・3級 12月3日㈰



7 第1472号  平成29年9月1日㈮

ながれやまノート
★は市または指定管理者などの主催のもの

 講座
★歩く脳トレ運動! スクエアステップ

（健康づくり推進員協議会主催）

　マス目で区切ったマットの上を、いろい
ろなパターンで足踏みするスクエアステッ
プを行います。
日9月13日㈬13時30分〜15時　所保
健センター　対市内在住・在勤・在学の
方　定30人（先着順）　費無料　持タオ
ル、飲み物、動きやすい服装　申電話
問保健センター☎7154－0331

★東部公民館の講座・イベント

①いきいきスクエアステップ
日9月13日㈬13時〜14時30分　
費100円　持タオル、上履き、飲み物
②なつかしき歌声サロン
日9月22日㈮13時〜14時30分　
講フォークシンガー・有吉かつこさん
費300円　持飲み物　
③東部公民館の十五夜飾り
　ロビーに、すすきとお供え物を飾り、五
穀豊穣に感謝します。
日9月25日㈪〜10月10日㈫9時〜17
時　費無料

【共通事項】
所東部公民館　申不要
問東部公民館☎7144－2988

★図書館健康講座　薬剤師って
どんな仕事をしているの?
上手に薬剤師を使っちゃおう

　元病院薬剤師の視点から、自分の健康
を自分で管理するセルフメディケーショ
ンを実践するためのヒントをお話しして
いただきます。
日9月15日㈮14時〜15時　所中央図書
館　講元病院薬剤師・染谷新一さん
対市内在住・在勤・在学の方　定20人
持筆記用具　費無料
申9月2日9時から電話
問中央図書館☎7159－4646　 ID 34797

★スマートフォン基本講座
チャンス! 生活がますます便利に
なるスマホ

　スマートフォンの基本操作やメール、
カメラ、インターネットなどの活用方法
のほか、市の公共施設予約システムの使
い方も学びます。
日9月20日㈬13時30分〜15時30分　
所思井福祉会館
対市内在住・在勤・在学の方　定10人（先
着順）　費無料　持普段ご利用のスマー
トフォン　申9月2日9時から電話
問思井福祉会館☎7159－5666　
ID 33934

★野々下福祉会館のパソコン教室

　パソコン初心者のためのマンツーマン
による教室です。
日9月21日㈭・22日㈮13時30分〜16時
30分　所野々下福祉会館　講流山パソコ
ンボランティア（NPV）の皆さん　内①パ
ソコン入門②ワード③エクセル④メール・
インターネット⑤デジカメ編集⑥ホーム
ページから1つ選択　対市内在住・在勤・在
学の方　定10人（先着順）　費2,500円（2
日分、教材代含む）　持ノートパソコン（貸
し出し可）、筆記用具　申9月2日から電話
問野々下福祉会館☎7145－9500　
ID 34171

★ヒストリーカフェ
地図から見た松ケ丘・向小金・名都
借・前ケ崎の今・昔

　明治から現在にかけて、流山市の東部
地域に焦点を当てて地図を見ながら楽し
く学びます。
日9月23日㈷①10時〜11時30分②
13時〜14時30分　所東部公民館
対①小学生②大人　定各30人（先着
順）　費300円（資料・飲み物代）
持筆記用具　申9月2日10時から木の
図書館に電話または直接窓口へ
問木の図書館☎7145－8000

★普通救命講習会

　AEDを使用した応急手当ての方法を
学びます。
日9月24日㈰9時〜12時　所北消防署…
対市内在住・在勤の方　定15人（先着
順）　費無料　申9月1日10時から電話
問北消防署☎7152－0119

★ダンスセラピー講座
心と体のリラックスに♪

　音楽に合わせて体を動かすことでリラッ
クスします。
日9月28日㈭13時30分〜15時　
所東深井福祉会館　講ダンスセラピスト・
高井彩加さん　対市内在住・在勤・在学の
方　定20人（先着順）　費無料　
持動きやすい服装　申9月3日から電話、
ファクスまたは直接窓口へ
問東深井福祉会館☎7155－3638
FAX 7153－3437　 ID 33240

★リサイクル講座

①和服地のリメイク相談室　
　和服地のリメイク方法を個別にアドバイ
スします。中級程度の方向けの講座です。
※作品は制作しません。
日9月28日㈭❶10時〜12時❷13時〜
15時　定各5人（多数抽選）　持筆記用具、
不用になった着物生地（必要な方のみ）　
ID 9691

②廃ガラスで箸置きづくり
日10月5日㈭13時〜16時　定10人（多
数抽選）　持チラシ　 ID 29817

【共通事項】
所クリーンセンター　費無料　申電子申
請または往復ハガキ（1枚につき1講座）に
開催日、講座名、住所、氏名、電話番号、返
信用に宛名を明記の上、9月16日（必着）
までに〠270－0174流山市下花輪191
クリーンセンターへ
問クリーンセンター☎7157－7411

★男の料理教室（全6回）

　料理の基礎を学ぶ、男性の料理の初心
者を対象とした講座です。
日10月8日㈰9時30分〜14時、11月
12日、12月10日、平成30年1月14日、

2月11日、3月11日の日曜10時〜14時
所南流山センター　講料理研究家・江口敬
子さん　定18人（先着順）　費10,000円
（食材代ほか）　持エプロン、バンダナ、タオ
ルなど　申電話または直接窓口へ
問南流山センター☎7159－4511

サイバーセキュリティ対策セミナー

　最近では、大企業よりも中小企業を
狙ったサイバー犯罪が増えています。犯
罪とその対策を理解し、リスクに備えま
しょう。
日9月27日㈬17時〜18時30分　所流山
商工会議所　対中小企業などの経営者・従
業員　定50人（先着順）　費無料　申流
山商工会議所で配布のチラシに必要事項
を明記の上、ファクス
問流山商工会議所☎7158－6111
FAX 7158－6113

 展示
蔵のカフェ＋ギャラリー灯

と わ

環
ドデスカ展 in 流山

　茨城県大子町ですてきな雑貨店を営む作
家・鈴木道

ま さ し

之さんの陶と絵画の展示会です。
日９月７日㈭〜１１日㈪10時30分〜17時
（11日は16時30分まで）　所蔵のカフェ
＋ギャラリー灯環（流山1）　費無料
問流山本町・利根運河ツーリズム推進課
☎7168－1047

資格・求人
★学校給食の
臨時調理員・臨時配膳員

▷募集職種／勤務場所＝調理員／東小学
校、配膳員／長崎小学校・常磐松中学校※
募集人数や応募方法など詳細は、市役所
学校教育課にお問い合わせください。
問学校教育課☎7150－6104

日本商工会議所の検定

問秘書広報課☎7150−6063　 ID 393

■会員作品展示(流山スケッチの会主催)=9
月1日㈮〜30日㈯8時30分〜21時、南流
山センター。無料問鳥井☎7154－6539
■好

こ う

音
ね

会
か い

メイプル・トライアングル=9月2日
㈯13時〜16時15分、さわやかちば県民プ
ラザ（柏市）。無料問仲

なか

泊
どまり

☎7153－6265
■グラウンド・ゴルフを始めてみませんか?
老人力アップと健康増進に…(流山市グラウ
ンド・ゴルフ協会南部支部主催)=9月5日・
12日・19日・26日の火曜9時〜11時、新東
谷防災広場。無料※要申し込み問梅川☎
7158－5958
■リウマチ患者さん同士の明るい交流会♪

〈病院選びと薬について〉(流山☆リウマチ
☆おしゃべり会主催)=9月7日㈭、10月5日
㈭10時〜11時30分、北部公民館。500
円※要申し込み問出口☎090－7190－
7212
■全日本写真連盟流山支部 第12回写真展
=9月8日㈮〜13日㈬10時〜18時(13日
は16時まで)、生涯学習センター(流山エル
ズ)。無料問野々村☎090－5417－5446

■プールでカヌー無料体験会(流山市カヌー協
会主催)=9月9日㈯・10日㈰11時〜13時、北
部市民プール。無料※要申し込み。小学3年
〜中学生対象問青木☎090－9954－4071
■盆栽の展示と講習会 (流山市文化協会盆
栽部主催)=①水

すいせき

石展：9月9日㈯〜10日㈰9
時〜17時(10日は16時まで)、生涯学習セン
ター(流山エルズ)②盆栽技術講習会:9月16
日㈯12時30分〜14時30分、初石公民館。
いずれも無料問佐久間☎7158－1073
■水墨画展示会 (墨舟会主催)=9月11日㈪
〜13日㈬9時〜16時(11日は13時から)、
初石公民館。無料問岡﨑☎7155－4139
■ピアノ生演奏付き♪みんなでラジオ体操
×笑

わ ら か つ

活♪ (流山☆笑いヨガ☆くらぶ主催)=9
月12日㈫、10月10日㈫9時30分〜11時、
生涯学習センター(流山エルズ)。500円※
要申し込み問でぐち☎090－7190－7212
■産後ママ♪ランチ持参おしゃべり会(9/13
は小児科ママ女医さんを迎えて)(赤ちゃんと
一緒にながれやまde美ヨガ＆ダンスサーク
ル主催)=9月13日㈬・27日㈬12時15分〜
14時45分、十太夫福祉会館。900円※要
申し込み 問 つちや biyoga8@gmail.
com
■体験会いきいきリズミカルウォーキング
(スクエアダンス)(おおたかスマイルメイツ
主催)=①9月13日㈬、おおたかの森セン

ター②9月20日㈬、十太夫福祉会館いずれ
も12時30分〜14時15分。無料問中河原
☎7154－4372
■祭りの会水彩画展=9月15日㈮〜19日
㈫9時〜17時(15日は13時から、19日は
16時まで)、生涯学習センター(流山エル
ズ)。無料問中島☎090－3084－2449
■足利尊氏ゆかりの「足利市」と巴

う ず ま

波川
が わ

河岸
の蔵の街「栃木市」を巡る(流山市立博物館
友の会主催)=9月16日㈯8時に江戸川台駅
改札集合。会員500円、一般800円※要申
し込み。小雨決行問石垣☎7152－5452
■第24回流山名陶会作品展 (市教委後
援)=9月16日㈯〜17日㈰10時〜17時(17
日は15時まで)、生涯学習センター（流山エ
ルズ）。無料問林☎7159－5158
■成年後見無料相談会 (社労士成年後見セ
ンター千葉東葛支部主催)=9月16日㈯13
時〜16時、松戸商工会議所。無料問事務
局☎047－345－9992
■リサイクル運動・フリーマーケット(リサイ
クル運動推進事業協会関東第4支部主
催)=9月17日㈰、10月15日㈰10時〜15
時、イトーヨーカドー流山店問事務局☎048
－682－2728(月・水〜金曜12時〜17時)
■第7回秋のオカリナフェスティバル (小さ
な小さな音楽会主催)=9月17日㈰13時か
ら、生涯学習センター(流山エルズ)。無料

問荒木☎080－5420－2874
■テニスの日　園児＆小学生体験テニス教
室 (NPO法人日本スポーツレクリェーション
協会主催、市教委後援)=9月18日㈷10時
〜12時、初石テニスクラブ（駒木台）。500
円問事務局☎7154－7339
■ギター弦の会チャリティーコンサート=9
月22日㈮18時〜20時、アミュゼ柏。無料
問高橋☎7146－2123
■わたなべまゆみのハートフルコンサート柏
の葉Ⅱ〜音楽がつなげる人と人〜((一社)柏
の葉カレッジリンク・ネットワーク主催)=9月
23日㈷14時〜15時30分、柏の葉カンファ
レンスセンター。1,000円※要申し込み問
浜口☎080－5963－4567
■男声合唱団コールJUN結成15周年記念
コンサート(市教委後援)=9月24日㈰14時
〜16時、アミュゼ柏。800円問中川☎090
－4720－1614
■朗読公演会「小池真理子掌編小説集より」
(れいたく朗読グループR主催)=9月30日㈯
14時〜16時、生涯学習センター(流山エル
ズ)。1,000円問片岡☎7155－5778
■いも掘り体験 (流山市農業青少年クラブ
主催)=10月1日・8日・15日・22日の日曜9
時30分〜12時、前ケ崎。1キログラム150
円※いもがなくなり次第終了問染谷☎090
－6181－3237

イベント

全国一斉! 法務局休日相談所
（相談と講座）

日10月1日㈰相談：10時～16時※1人30分程度、講座：①10時～12時 ②13時～14時30分　所千葉地方法務局（千葉市）　内①遺
言のすすめ ②相続登記はお済みですか?　定講座は各30人（先着順）　費無料　申電話　問千葉地方法務局☎043−302−1311

検定名 試験日 受付期間
①第211回日商珠算検定
　（1級・2級・3級・段位）10月22日㈰ 9月4日～

15日

②第147回日商簿記検定
　（1級・2級・3級） 11月19日㈰

9月20日～
10月20日
※窓口は
10月2日から
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今月の
納税・納付

●国民健康保険料（4期）　●介護保険料（4期）
●後期高齢者医療保険料（3期）　
納税・納付は便利な口座振替で　 ID 670
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　女性の活躍が期待されている今、さまざまな課題を解決し、イキイキ
と活躍するためのスキルやコミュニケーション力などを学びます。今
後の活動に活

い

かせる講座です。

所南流山センター
講市民社会パートナーズ代表・庄嶋孝広さん、カウンセリング＆サポー
トサービスＮカウンセラー・髙山直子さん　ほか
対女性　定２０人（先着順）　費無料　
申市ホームページから電子申請または、講座申込専用電話（☎080－
5494－2323）※１歳〜就学前児の一時保育あり。先着10人、1回
200円（おやつ代など）。9月25日までに要申し込み（保育カード送
付のためPC用メールアドレスまたは住所が必要）。
問企画政策課☎７１５０－６０６４　 ID 17189

　歴史的景観や自然、風土など、市の魅力をア
ピールするために、市内の名所、史跡、風物など
を撮影した写真を募集する「厳選！…とっておきの
流山フォトコンテスト」を毎年実施しています。
　コンテストの結果は、今後、市ホームページ
などでお知らせします。なお、応募作品は、流
山の魅力をPRするための刊行物などに使わせ
ていただく場合があります。
▷テーマ＝①わがまち流山の鉄道部門：流鉄流
山線やＪＲ武蔵野線、つくばエクスプレス、東武
アーバンパークラインを撮影した写真　②動物
と流山とっておきの風景部門：流山とっておき
の風景を背景に野鳥や猫・犬などのペットを撮
影した写真

▷募集期間＝平成30年3月31日まで
▷応募条件＝①未発表の作品で、今年4月1日
以降に応募者本人が撮影した写真②デジタル
カメラで撮影した画像データ（10MB以内、
JPEG形式のみ）※1人5点まで。募集期間中
は、何度でも差し替え可
申市ホームページまたは流山市観光協会ホー
ムページから
問流山本町・利
根運河ツーリ
ズム推進課
☎7168－1047
ID 31995

　世界的舞台芸術家・小
池博史さんを講師に迎
え、6日間のワークショッ
プを行います。今回は、
来年2月に初演される新
作舞台「世界漂流」を題
材に、ゆっくりとした動
きで自身の「からだ」と
「こころ」への気付きを深くする「スロームーブメント」を取り
入れ、作品の創出に挑みます。最終日には一般公開の成
果発表公演も行います。経験は問いません。ぜひ、ご参
加ください。
日10月2日㈪〜7日㈯18時〜21時（7日は10時からリ
ハーサル、19時30分から成果発表公演）　
所生涯学習センター(流山エルズ)
対全日程に参加できる16歳以上の方　定25人（先着順）
費6,000円、学生3,000円※成果発表公演の観覧は無料
申電話または直接窓口へ
問生涯学習センター（流山エルズ）☎7150－7474

女性のための課題解決セミナー
（全6回）

～仕事・地域づくりに役立つチカラをつける～

　俳人・小林一茶が生涯に５０回以上も訪れ
た流山。流山のみりん醸造家・五代目秋元三
左衛門（俳号：双樹）と一茶との交流を記念す
る一茶双樹記念館で、第１３回一茶双樹まつ
りを開催します。
　期間中にはイベントを実施するほか、秋元
双樹による白みりん開発と、その後の秋元家
のみりん醸造の隆盛などを知るパネルや、明
治６年（1873年）に開催されたウィーン万国
博覧会に白みりんを出品した際に受賞した有
功賞牌のメダルなども展示します。
日９月２６日㈫〜１０月９日㈷９時〜１７時
所一茶双樹記念館　費大人１００円、小・中学
生５０円（いずれも入館料）
問一茶双樹記念館☎・FAX 7150－5750（月
曜休館、祝日の場合は翌日）
info@issasoju-leimei.com

◆一茶双樹俳句交流大会　
　あなたが選ぶこの一句
　期間中に「一般」「小学生」「中学生」「高校
生」の各部門で予備選考（※）を経た約700句
を展示します。展示作品への皆さんの投票
をもとに、特別賞「一茶双樹賞」を各部門１点
ずつ選定します。
※最優秀賞・優秀賞・入選の各賞は、一般部門
は、俳人協会評議員・坂本宮尾さんにより、

小・中・高部門は、流山俳句協会により選考
◆講演会「一茶・老いの輝き」
　多数の執筆活動を続ける９０歳の現役作
家・小沢信男さんが、人生の「おかしみ」を句
に託した一茶について語ります。
日10月1日㈰14時〜15時30分
定50人（先着順）　費入館料のみ
申電話、ファクスまたはメール
◆一茶句碑めぐりウォーキング in 流山
　流山史跡ガイドの
会と流山俳句協会
の案内で、市内全５
カ所の小林一茶の
句碑を巡ります。ま
た、光明院（流山6）
では、秋元洒

しゃ

汀
てい

や松
本翆

すいえい

影など、流山の
俳人たちの句碑や墓所も見学し、流山の俳句
文化を学びます。
日10月8日㈰8時30分にＪＲ南柏駅東口集合
▷コース＝香取神社→南柏駅〜流鉄流山駅
→流山市役所→流山寺→赤城神社→光明院
→一茶双樹記念館（12時30分解散予定）※
約5㎞　定30人（先着順）　費500円（資料・
保険代、入館料含む）※交通費は実費
申電話、ファクスまたはメール

第13回一茶双樹まつりを開催
期間中はさまざまなイベントを実施

　市内在住の万華鏡作家・中里保子さんをはじめとする国内外の作家による、秋色
万華鏡を展示します。シックな色合いの万華鏡や物語を感じさせる作品、秋の風景
が万華鏡の模様になるテレイドスコープなど、万華鏡で
秋を満喫してみませんか。
日9月6日㈬〜10月1日㈰10時〜17時
所万華鏡ギャラリー見世蔵　費無料
問見世蔵☎・FAX 7190－5100（月・火曜休館、祝日の場
合は開館）　 misegura.nagareyama@gmail.com

　8月5日･6日、公募で選ばれた市内小学5･6年生の平和大使20人が広島を訪れ、
平和記念資料館や原爆ドームの見学、被爆者の講話、平和記念式典への参列など
を体験し、平和への思いが込められた千羽鶴を献納しました。
　8月18日には市役所で報告会を行い、広島で学んだことや感じたことなどをまと
めた作文集を、井崎市長と後田教育長に手渡しました。平和大使代表の二ノ宮菜
結さん（小山小6年）は、「平和記念資料館の見学や被爆者の方の話を聞き、原爆はと
ても恐ろしいものだと実感しました。原爆が落とされるような悲惨な戦争が二度と
起こらないように、今回経験したことを友だちや
家族に広めていきます」と話しました。
　平和大使の作文集は、市内全小･中学校に配
布するほか、市ホームページや各公民館、各図書
館、市役所情報公開コーナーなどでご覧になれ
ます。
問企画政策課☎7150－6064　 ID 35651

万華鏡オータムコレクション
秋を満喫できる作品が勢ぞろい

平和大使が広島で体験学習
それぞれが感じた思いを作文に

　元スターバックスコー
ヒージャパンCEO（最高
経営責任者）の岩田松
雄さんを講師に迎え、自
身の体験や独自のリー
ダーシップ論、働き方な
どをお話ししていただき
ます。
　企業経営者だけでなく、管理者やチーム
リーダーなど指導する立場にある方や、起業
を志望する方などにも参考になる講演です。
日９月１６日㈯19時から（18時30分開場）
所生涯学習センター（流山エルズ）
定300人（先着順）　費無料
申流山商工会議所青年部ホームページから
問流山商工会議所青年部☎7158－6111

日10月1日㈰14時から（13時30分開場）
所生涯学習センター（流山エルズ）
▷出演＝真鍋知子（フルート）、森垣悠美（ヴィオラ）、
谷口宏樹（チェロ）、二戸麻衣子（ピアノ）、佐藤慈雨
（テノール）、佐藤亜理沙（ソプラノ）
定250人（先着順）
▷チケット代＝①前売り：一般2,000円、友の会
1,500円、高校生以下500円②当日：一般2,500
円、友の会2,000円、高校生以下1,000円（全席自
由）　申生涯学習センター（流山エルズ）
問生涯学習センター（流山エルズ）☎7150－7474

元スターバックスCEO
岩田氏による講演会
M
ミ ッ シ ョ ン

ISSION～リーダーの
原点に戻る～

小池博史舞台芸術作品
創作ワークショップ
「世界漂流」

厳選! とっておきの流山フォトコンテスト
今年は鉄道と動物がテーマ

期日 時間 内容
10月5日㈭

10時～12時
リーダーに必要な発言・発表とは

10月12日㈭ ファシリテーション：効率的な会議の進め方
10月19日㈭ 行列ができる講座・イベントづくり：企画力と広報力
10月27日㈮ 9時45分～

12時15分
コミュニケーションは自分を知ることから始まる

11月10日㈮ 自己紹介から始めるプレゼンテーションスキル

11月16日㈭ 10時～12時 リーダーから学ぶ～東北3県の次世代
女性リーダー育成プロジェクト活動をとおして～

平成27年度入賞作品「100周年号発車」

赤い羽根共同募金
70周年記念チャリティコンサート

ラディアント アンサンブル with オペラ 
～名曲で紡ぐ愛の世界～

市役所で行われた報告会


