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献血に
ご協力を

日11月19日㈰9時30分～12時、13時15分～15時30分　所流山運転免許センター　▷献血できる方=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。200㎖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

思い通りにできると、
次への意欲がどんどん湧いてきます
くらしとわ/流山のちいさな暮らしの教室主宰

 お子さんも楽しめる10のＤＩＹ体験

カインズとっておきの「KUMIあわせ」でDIY！
〜手づくりアイテムで心も身体もあたためよう〜
㈱カインズ

タイルコースター作り＆
最新リノベーション事例・リノベアイテムの展示会
h+リノベーションスタジオ

電動工具の使用体験会
リョービ販売㈱

ペイントDIYでおうちを
バリューアップさせよう！
アンティークペイントWS ＆ 
壁塗り体験！

DIYer’s Party/大家さんのDIYがっこう

DIYで収納力たっぷりの
棚作り

和気産業㈱

引っ張ってはがす
「強力な両面テープ」の体験

スリーエム ジャパン㈱

ワークショップ　
木っ端で作る
ブローチ

This is a DIY show
ルートクリエイション

　かつて市民のチカラで鉄道すら作った流山には、「あっ
たらいいな!」は自分たちで作る精神が脈々と受け継がれ、
最近では自分のアイディアで創業する方もたくさん! そん
なハートに火を付けるDIY（下記参照）イベントを開催。1日
で色々な体験ができます。あなたもDIYの楽しさを味わっ
てみませんか!
日11月11日㈯10時〜16時※小雨決行、荒天中止
所流山おおたかの森駅南口都市広場
問マーケティング課☎7150ー6308　 ID 1004014

　DIYを始めたきっかけは、中古の戸建住宅を買ったことでした。当初は子ども
部屋のドアに明かり取りがなく、部屋の中の子どもの様子が分からず廊下も暗
かったので、ドアを交換したいと思っていました。しかし、交換すると高額になる

ため、自分で明かり取りを付けることにしました。調べてみると、材料は1,000円くらいだったので思
い切って挑戦し、満足のいく出来になりました。
　そうすると、普段の生活で少し物足りない箇所は自分で作ったりす
るようになり、どんどんDIYが楽しくなりました。階段の下をくりぬい
た小部屋は、子どもたちに「秘密基地みたい!」と好評です。
　DIYのよいところは、自分の時間や予算、ペースに合わせて、自分や
家族の思い通りに行えることです。次はどうしようと相談したり、親子
で仲良く作業したりと、家族みんなで楽しんでいます。

やってみよう! ＤＩＹ 　DIYを始めたいけれ
ど、「何から始めたらよいか分からない」「賃貸住宅だから

無理…」とお考えの方も多いと思います。しかし、くぎを使わずに棚を作れる
キットや貼った後にはがせる壁紙など、やり直しや原状回復ができるものが
ホームセンターなどで販売されています。また、お皿や鉢を作れる珪

けいそう

藻土
ど

の
粘土や、壁紙に塗れるペンキなどは、小さなお子さんと一緒でも楽しめます。

　車好きの方自慢の車を展示します。ドライブ、キャ
ンプ、ＤＩＹなど車の楽しみ方を紹介するほか、クイズ
ラリーなども開催します。
日11月11日㈯10時〜16時、11月12日㈰10時〜17時

「あったらいいな」
は自分で

作っちゃおう！

関連
イベント

体験
1

体験
2

体験
6

体験
8

体験
3
体験
4

体験
5

体験
7

体験
9
体験
10

①Myはしをつくろう！（1家族1セット）
時①10時から②11時30分から③13時30分から④15時から※作業
は約1時間　定各12人（先着順）　費無料
申㈱東洋ハウジングに電話または同社ホームページから
②マイホームをつくろう〜ミニ・おおたかの森に住もう！
「おおたかの森の分譲地」を先着200人に販売　費100円

簡単ワークショップやＤＩＹ商品やリメイク例の展示

DIYの作業を実演。
「初級入門編」を無料配布

DIY体験に参加希望の方は、汚れてもよい服装またはエプロンなどを持
参してください。特に表記がないものは当日各ブースで受け付けます。

内①ヴィンテージペイントテクニック②壁塗りペイ
ントテクニック　費①500円②無料　申氏名、連
絡先（メールアドレスと電話番号）を明記の上、メール
（ info@diyersparty.com）

　「Do…It…Yourself」の略で、「自分でやろう」を意味す
る言葉です。自分自身で何かを作ったり、修理したり

する活動そのものを指して使う場合もあります。自分に合ったものを作
れること、既製品よりも安価に作れること、自分自身でやったという満足
感を得られることから人気が高まってきています。

DIYって？

家をつくるなら、流山市〜DIYで叶
か な

える、
流山の暮らし「NAGAREYAMA・STYLE」
㈱東洋ハウジング

申やまのアトリエ
ホームページから

DIY木工ワークショップ
【木製ミニトランクを作ろう】

やまのアトリエ

マスキングテープで遊んじゃおう
　マスキングテープで好きなよう
に壁を飾りホーダイ！

シェアごはんFriday ＤＩＹスタイル
　紙やテープを使って自分好みの食卓をプ
チDIY（アレンジ）できます。

楽しいお買いものと食事
　市内外から24店が大集合！…こだわり
の食事やかわいい雑貨などがたくさん!

OOTA CAR FES
おおたかの森カーフェスティバル

（同実行委員会主催）

子ども部屋のドアの明かり取り

nitocrafts

そのほかにもお楽しみ

小林さん
オススメ

小林 陽子さん
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11月は動物による危害防止対策強化月間
動物の飼育はマナーを守って

太陽光発電
設備設置の
奨励金

今年度から集合住宅・
事業所向けも受け付け

　11月は「動物による危害防止対策強化月間」です。次のことに注意し
て、動物による事故や迷惑を防止しましょう。
◦飼い犬が人をかんだ時は、保健所への届け出と、犬が狂犬病の疑い
がないか獣医師の検診を受けることが必要です。犬の登録と年１回の
狂犬病予防接種は、法律により義務付けられています。
◦公園なども含め、犬の放し飼いは禁止されています。散歩は犬を制
止できる人が短い引き綱で行いましょう。また、事故を起こさないよう
なしつけ、飼い方をすることが重要です。
◦犬は来訪者に近づけない場所で飼いましょう。また、門や玄関から犬
が飛び出さないようにしてください。
◦猫は屋内で飼いましょう。糞

ふん

尿
にょう

や鳴き声による被害を防止でき、感染
症などの危険から猫や人を守ることができます。
◦犬・猫を合わせて１０頭以上飼う場合、保健所へ届け出が必要です（９１
日齢未満の犬・猫を除く）。
問松戸健康福祉センター（松戸保健所）☎047－361－2139
県動物愛護センター東葛飾支所☎7191－0050

　平成29年度に太陽光発
電設備を設置した市内の
集合住宅・事業所に、1ｋW
当たり2.5万円(上限額30
万円)の奨励金を交付して
います。対象となる方や
要件など詳細は、市ホーム
ページをご覧になるかお
問い合わせください。
問環境政策・放射能対策課
☎7150－6083
ID 1002601

国民年金保険料は
全額が控除対象

年末調整や確定申告には控除証明書の添付を
　国民年金保険料は、納付した全額が所得税や住民税の社会
保険料控除の対象となります。11月上旬に、今年1年間に納付
（見込み額含む）した国民年金保険料の額を証明する「社会保険料
（国民年金保険料）控除証明書」が日本年金機構から送付されま
すので、控除の申告をする場合は必ず添付してください。
　年の途中から国民年金に加入した場合など、10月〜12月に
今年初めて国民年金保険料を納付した方には、来年2月上旬に
同様の証明書が送付されます。
　控除証明書は、年末調整または確定申告の手続きの際に必
要となりますので、大切に保管してください。
※未着の場合や再交付依頼の場合などは、下記専用ダイヤル
までお問い合わせください。
問ねんきん加入者ダイヤル☎0570－003－004
（IP電話からは☎03－6630－2525）

ふるさとづくり功労者表彰
29人と2団体が受賞の栄に

　明るい地域社会の創造に大きく貢献された個人や団体を表彰する第
73回ふるさとづくり功労者表彰の表彰式が10月13日、市役所で行わ
れ、29人と2団体が受賞の栄
に輝きました。受賞者は次の
とおりです。
〈敬称略〉※（…）内は主な功績
問秘書広報課☎7150－6063
ID 1016414

北部公民館のイベント ①歌のひろば：日11月15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みんなでリフレッシュ：日11月22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

流山本町見世蔵プロジェクト業務の受託者を募集
地域の活性化と交流人口の増加がミッション

　「流山本町見世蔵プロジェクト業務」は、市民交流
の場を創設し、地域の活性化を図り、イベントなどに
よる観光交流人口の増加を目的とするものです。
▷委託期間＝平成30年4月〜平成33年3月（3年間）
対市内に活動拠点があり、設立登記後１年間以上
の活動実績があるＮＰＯ法人または市の入札参加
資格者登録名簿に登録のある事業者で、安定的・

継続的な業務遂行能力のある団体
申応募申請書など（市ホームページからダウン
ロード可）に必要事項を明記の上、12月5日（必着）
までに、〠270－0192流山市役所流山本町・利
根運河ツーリズム推進課に郵送または持参
問流山本町・利根運河ツーリズム推進課
☎7168－1047　 ID 1013040

年末調整などの
説明会を３会場で開催

市内は文化会館で実施
　松戸税務署では、源泉徴収義務者を対象
に、年末調整の事務手続きや法定調書の提
出について説明会を開催します。年末調整
は、給与所得者がこの１年間に源泉徴収さ
れた所得税を精算する大切な手続きです。
ご都合のよい会場へお越しください。

問松戸税務署法人課税第２部門
☎０４７－３６３－１１７１

会場 期日 時間
鎌ケ谷市総合福祉

保健センター 11月7日㈫
13時30分～16時
※13時から用紙を
配布流山市文化会館 11月8日㈬

松戸市民会館 11月9日㈭
※公共交通機関などをご利用ください。

要介護・要支援認定を受けている
65歳以上の方へ

所得税などの障害者控除対象者
認定の申請を受け付け

　障害の程度が身体障害者・知的障害者に準ずる状態として、市
長の認定を受けた方は、所得税の確定申告や市・県民税の申告で
障害者控除が受けられます。なお、障害者手帳などをお持ちの方
や確定申告をする必要がない方は、申請の必要はありません。
対障害者手帳などをお持ちでない65歳以上の方で、介護保険
の要介護（要支援）認定者
申申請書（注）を市役所介護支援課（郵送可）または各高齢者な
んでも相談室（地域包括支援センター）へ提出※審査結果は来
年1月中旬以降に通知
注：介護支援課および同相談室窓口で配布。市ホームページか
らダウンロードも可。なお、前回控除認定を受けた方には、認定
書交付時に今回使用できる申請書を同封しています。
問介護支援課☎7150－6531　 ID 1000813

11月は
「ちば国保月間」
保険料は期限内に納付を
　今月は国民健康保険（国保）の健
全な運営を推進する「ちば国保月
間」です。国保は、病気やけがなど
のときに安心して医療機関で受診で
きるように、被保険者相互で助け合
う制度です。保険料は期限内に納
めましょう。
　保険料の納付方法は口座振替が
原則です。国保に加入する方や、年
金天引き以外で口座振替になって
いない方は、納め忘れのない、便利
な口座振替への切り替えにご協力
をお願いします。
　期限内に納付が困難な方は、納
付相談をお願いします。また、医療
費負担が困難な方は、市が定めた要
領に該当すれば徴収猶予などの対
象となる場合があります。

【納付相談は随時受け付け】
日平日8時30分〜17時15分
所市役所国保年金課
問国保年金課☎７１５０－６０７７

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
　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、11月10
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11月12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 1003848

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

問議会事務局☎7150－6099FAX 7150－2863

【青少年の健全育成】 
・菅原文子　・米澤和子　・佐藤恵（いずれも流山市青少年補導員）　
・山川幸子　・相楽真宏　・石井利幸　・小野和子　・小野裕三　・上篠理恵　
・小谷恵子　・中山寛人（いずれも流山市青少年相談員）
【社会福祉への貢献】
・関京子　・荒井公　・猪狩和子　・河合潤子　・鳥羽洋子　・羽二生里子
・弓削美佐子（いずれも民生委員・児童委員）
・角田英雄（保護司）　
【地域保健・医療への貢献】
・東大介　・磯源喜　・柿田哲彦（いずれも学校医）
【環境美化への貢献】
・萩野貞幸　・萩野まゆみ（いずれも公園の環境美化活動）
【地域社会づくりへの貢献】
・清水美津子　・木村忠雄（いずれも流山市明るい選挙推進協議会会員）
・飯田隆久　・根田力夫　・田中滋（いずれも市民安全パトロール隊員）
・松ケ丘旭自治会自主防犯パトロール隊
【寄附】
流山ライオンズクラブ

市営住宅の入居者を募集
申し込みは11月14日まで

　本日から、市営住宅（別表）の入居希望者を募集します。入居の選考は、困窮度に応じ
て市が行い、順位が決定しない場合は公開抽選を行います。今回の募集は、市が一般
のオーナーから借り上げた集合住宅の空き室を転貸する、既存借上型市営住宅が含ま
れています。なお、物件を確認される際は、すでにお住まいの方がいますので十分な配
慮をお願いします。
対次の全てにあてはまる方①市内に1年以上住民登録があるか勤めている方②同居す
る親族が居る方③月の世帯総所得額が15万8,000円以内の方（注）④住宅に困ってい
る方
申市営住宅申込書一式（市役所建築住宅課および各出張所で配布）を11月14日までに
建築住宅課へ持参※土・日曜、祝日を除く
注：高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯などの方は、月の世帯総所得が21万4,000円
以内

問建築住宅課（市営住宅専用）☎7168－1101

名称 所在地 間取り 入居人数 家賃（共益費）※2 募集戸数 階数 入居時期
既
存
借
上
型
※
1

４階建て
マンション 向小金1

３DK

２人
以上

26,700円から
（別途3,000円） 1戸 2階

平成30年
1月末

（予定）

ミヤマエハイツ 三輪野山
2－335－4

28,800円から
（別途5,000円） 4戸 １～4階

※エレベーター付き

三輪野山団地 三輪野山
1－1078 2DK 25,400円から

（別途2,500円） 1戸

3階若宮団地 加3－9－1
３DK

23,400円から 2戸

柳田団地 流山9－500－3 25,500円から 1戸
※1　市が一般のオーナーから借り上げた集合住宅の空室を転貸するものです。
※2　家賃は収入に応じて決定します。共益費は収入に関わらず一定です。
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来年４月からの保育所（園）などの入所申請受け付けを開始　申し込みは11月30日まで
名称 所在地 電話番号

公
立
保
育
所

中野久木保育所 中野久木 373 ☎7152－0921
平和台保育所 平和台 2－6－3 ☎7158－1424

江戸川台保育所 江戸川台東 3－5 ☎7152－0611
向小金保育所 向小金 3－102－1 ☎7174－5217
東深井保育所 東深井177－2 ☎7154－6025

私
立
保
育
園

なかよし保育園 南流山7－5－1 ☎7158－5500
八木北保育園 駒木台118－1 ☎7152－0504
松の実保育園 名都借 464 ☎7145－4312

流山セントラルナーサリースクール 西平井588 ☎7159－7473
かやの木保育園 大畔198 ☎7159－2700
みやぞの保育園 宮園2－8－15 ☎7159－2954

生活クラブ風の村わらしこ保育園流山 加4－12 ☎7150－2654
南流山聖華保育園 南流山2－29－4 ☎7159－3401
城の星保育園※1 流山9－500－42 ☎7170－2111

森の葉保育園 上新宿111－8 ☎7138－5105
聖華いつき保育園 南流山1－17－4 ☎7158－1145

えどがわ森の保育園 駒木 474 ☎7152－1155

ロータスキッズスクエア
東初石6－186－24
ロータススクエア
おおたかの森1階

☎7136－1020

名都借みらい保育園 名都借 289 ☎7170－1417
おおたかの森聖華保育園 長崎 2－24－1 ☎7146－0303

城の星おおたかの森保育園 野々下1－292 ☎7197－2666
えどがわ南流山保育園 木 305 ☎7157－8855

ぽけっとランド江戸川台駅前保育園 江戸川台西2－3－1 ☎7156－3155
けやきの森保育園おおたかの森園 東初石5－1－1 ☎7155－8022

おおたかの森ヒルズ
ナーサリースクール

東初石6－183－1
ライフガーデン流山
おおたかの森 301

☎7197－7068

聖華マリン保育園 東初石5－141－25 ☎7154－5252
慶櫻おおたかの森保育園 市野谷787－2 ☎7189－8900

暁の星保育園 西初石5－69－1 ☎7197－7756
南流山保育園ひびき 南流山6－13－4 ☎7199－7815

けやきの森保育園おおたかの森第二 新市街地地区
C141街区2 ☎7197－1880

南流山ちとせ保育園 流山2580－1 ☎7157－6002
南流山ナーサリースクール 南流山2－8－3 ☎7157－8300

アートチャイルドケア南流山保育園 木 480 ☎7158－0123
けやきの森保育園西初石園 西初石4－1408－2 ☎7156－7555

ピオーネ流山保育園 西平井1183 ☎7178－7311
ミルキーホーム向小金園 向小金3－174－1 ☎7186－7031

慶櫻ハナミズキ保育園 西初石6－818－3 ☎7196－6706
流山おおたかの森きらきら保育園 西初石5－54 ☎7157－6464

こころおおたかのもり保育園 駒木245－1アリエッタ・
ボスカート1階 ☎7189－7191

名称 所在地 電話番号

私
立
保
育
園

森のまち南流山保育園 木1413－1 ☎7157－9900
(仮称)市野谷つばさ保育園※2 市野谷117－27 ☎ 048－940－9728

（吉川つばさ保育園）
(仮称 )流山さんぴこ保育園※2 市野谷 397－1 ☎ 090－4664－4150

(法人携帯 )

(仮称 )慶櫻市野谷保育園※2 市野谷 562
☎7189－8900

（慶櫻おおたかの森
保育園）

(仮称 )そらまめ保育園
流山おおたかの森※2

新市街地地区
B42－2・3・4

☎ 047－702－8900
（法人本部）

(仮称)流山こばと保育園※2 駒木372－2 ☎090－6178－4473
（法人携帯）

(仮称)アスクおおたかの森保育園※2 市野谷585－1
LEVENおおたかの森2階

☎ 03－6455－8033
（運営本部）

(仮称)Kanade 流山
セントラルパーク保育園※2 後平井170 ☎7129－3920

（野田北部幼稚園）

小
規
模
保
育
事
業
所
※
4

スターキッズおおたかの森園 市野谷660－1（ザ・フォレス
トレジデンスK－3） ☎7178－7234

キッズルームアリス南流山保育園 南流山2－21－6 ☎7186－7887
リリィキッズルームおおたかの森駅前 西初石5－112－8 ☎7193－8041

オハナゆめキッズハウス 南流山4－13－8
MOM－HOUSE 1階 ☎7197－7642

リリィキッズルームおおたかの森第二 駒木 347－2 ☎7170－4031
リリィキッズルームおおたかの森第三 市野谷 667－12 ☎7128－7783
(仮称)エンゼルゆめの保育室南流山※3 南流山1－9－14 ☎7154－3336

（法人本部）(仮称)エンゼルみらい保育室南流山※2
（仮称）キッズフィールド

おおたかの森園※2
新市街地地区
B71街区 6・7

☎ 048－229－2546
(法人本部 )

（仮称）チャレンジキッズ
流山おおたかの森園※2 十太夫107－6 ☎ 070－3851－6223

(開設準備室 )
（仮称）オハナゆめキッズハウス

おおたかの森※2
新市街地地区B58街区

13・14・15・16
☎7197－7442

(オハナゆめキッズハウス)

（仮称）スタービスケ※2 新市街地地区 C53街区1
☎7178－7234
(スターキッズ

おおたかの森園)
（仮称）アルタベビー流山園※2 新市街地地区 A22街区 6 ☎ 048－717－8732

(法人本部 )

（仮称）ゆずのき保育おおたかのもり園※2 新市街地地区B25街区 4
☎ 052－684－7103

(こども事業部
ゆずのき保育 )

（仮称）生活クラブ虹の街
小規模保育おおたかの森※2 東初石 5－ 20－ 2・3 ☎ 043－278－7768

(開設準備室 )
（仮称）たかさごスクールおおたかの森※５ 十太夫 99－ 4 ☎7154－2448

　本日から、来年度の
保育所（園）入所申請を
市役所保育課や市内の
保育所（園）で受け付け
ます。なお、平成２９年
度中に申し込みをして、
入所（園）、転園が決定
していない方も新たに
申し込みが必要です。
　保育所（園）での申し
込みの際は、必ず事前
に連絡してください。
申し込みの際は、「平成
３０年度保育所（園）入所
案内」をご確認の上、提
出書類の不足などがな
いようご注意ください。

【受付期間】
　いずれも平日のみ。
保育課（〠２７０－０１９２
流山市役所保育課）へ
郵送の場合は締切日必
着。
一次：１１月１日〜３０日
二次：１２月１日〜平成30
年1月31日※一次の期
間以降に出生または転
入が決定していなかっ
た方などが対象
問保育課
☎７１５０－６１２４
ID 1016326

※１分園（定員１２人）開設予定　※２平成３０年４月開設予定　※３平成２９年１２月開設予定
※４小規模保育事業所の受入年齢は０〜２歳児まで（３歳児以降は他の保育園に転園の必要があ
ります）　※５平成３０年４月よりおおたかの森ナーサリースクールは、認定こども園に変更予定

第15回議会報告会を開催
皆さんとの意見交換も

消費者問題の無料法律相談会
（東葛多重債務問題対策フォーラム主催）

おいしい流山産の農産物を堪能しよう

　流山市議会では、別表のとおり第１５回議会報告会を開
催します。常任委員会ごとに４つの班に分け、班ごとに設
定したテーマの報告と、参加者の皆さんとの意見交換会を
行います。参加議員など詳細は、お問い合わせください。

　借金問題や出会い系サイト、金融商品などの消費者問題でお悩み
の方を対象とした、弁護士による無料法律相談会を開催します。
　東葛多重債務問題対策フォーラムは、流山・我孫子・鎌ケ谷・野田・
松戸・柏の６市と千葉県弁護士会松戸支部消費者問題委員会で構成
されています。

◆流山農業まつり　新鮮野菜の即売や子ども向けイベントなども
　流山農業まつりは、今年で11回目を迎えます。模擬店や新鮮な地元野菜の販売、
お子さんも楽しめるステージイベントのほか、13時から農業共進会に出品した農作
物の即売を行います。ぜひ、ご家族でお越しください。
日11月19日㈰9時30分〜14時　所キッコーマン…アリーナ
問農業振興課☎7150－6086
JAとうかつ中央流山経済センター☎7150－2255
◆太巻き寿司教室　流山のおいしいお米でお寿司をつくろう!
　房総で古くから郷土料理として親しまれてきた、太巻き寿司づくりに挑戦しませんか。
日12月15日㈮10時〜14時　所北部公民館
講流山市農家生活研究会の皆さん　対市内在住の方
定16人（多数抽選）　費500円
申往復ハガキ（1枚につき1人）に郵便番号、住所、氏名、電話番号、返信用に宛名を
明記の上、11月16日（必着）までに〠270－0192流山市役所農業振興課へ郵送
問農業振興課☎7150－6086　 ID 1002221

▷時間＝各日１０時〜１６時※相談時間は６０分
定各１２人（先着順）
申１１月２日から各問い合わせ先へ電話　 ID 1001936 問議会事務局☎7150－6099FAX 7150－2863

班 時間 会場 テーマ
都市建設

委員会
（4班）

9時30分～
11時30分 北部公民館

・ 都市建設委員会の業務に
ついて

・ 北部地域の諸課題につ
いて

教育福祉
委員会

（2班）
14時～
16時

おおたかの
森センター

・新設校と学区について
・介護保険の決算報告

■１１月11日㈯
開催日 会場 問い合わせ先

11月11日㈯ 我孫子市消費生活センター 我孫子市消費生活センター
☎7185－1469

11月13日㈪ 鎌ケ谷市役所 鎌ケ谷市消費生活センター
☎047－445－1240

11月14日㈫ 流山市消費生活センター
（市役所）

流山市消費生活センター
☎7158－0999

11月15日㈬ 松戸市勤労会館 松戸市消費生活課
☎047－366－7329

11月17日㈮ 野田市役所 野田市消費生活センター
☎7123－1084

11月18日㈯ 柏市消費生活センター 柏市消費生活センター
☎7163－5853

学童クラブ名 小学校区 問い合わせ先

公
設

江戸川台第1～第3学童クラブ 江戸川台
特定非営利活動法人

green
☎7138－5222

もりのいえ第1～第3学童クラブ 東深井
西初石子どもルーム 西初石

つくしんぼ学童クラブ 新川
たんぽぽ学童クラブ 西深井

八木北小学校区学童クラブ 八木北 NPO法人でんでんむし
☎7196－7904第1～第4おおたかの森ルーム 小山

ひよどり学童クラブ 長崎
ちびっこなかよし・のびのびクラブ 流山北 社会福祉法人生活クラブ

☎7158－3568第1・第2おおぞら学童 流山
ひまわり第1・第2学童クラブ 鰭ケ崎 社会福祉法人流山市

社会福祉協議会
☎7159－4735あすなろ学童クラブ 南流山

そよかぜ学童クラブ 八木南 特定非営利活動法人
ライズアップ女性

サポート実行委員会
☎7103－8249

向小金小学校区第1・第2学童クラブ 向小金
あずま学童クラブ 東

おおたかの森小学校区学童クラブ おおたかの森
民
設

（仮称）えどがわ学童クラブ
※平成30年4月開設予定 小山 社会福祉法人喜働会

☎7152－1155（準備室）

■11月12日㈰
班 時間 会場 テーマ

市民経済
委員会

（3班）
9時30分～
11時30分

生涯学習
センター

（流山エルズ）
・ 地産地消とフリーディス 

カッション

総務委員会
（1班）

14時～
16時

南流山
センター

・ 南部地域の諸課題につ
いて

・ 決算審査における指摘要
望事項について

　一般財団法人自治総合センターは、宝くじの
社会貢献広報事業として、自主防災組織が防災
資機材などを購入する場合等に助成を行う「コ
ミュニティ助成事業」を実施しています。
　四季野自治会自主防災会では、平成２９年度の同
助成事業を活用して、浄水装置（＝写真）、発電機な
どの地域災害対策に必要な備品を整備しました。

　12月1日から、来年4月
の学童クラブ入所申請を受
け付けます。申請書類の
配布時期や説明会の日程、
申請手続きなど詳細は、各
学童クラブを運営する法人
にご確認ください。なお、
来年4月入学予定の新小学
1年生に対しては、就学時
健康診断時にお知らせを配
布しています。
▷申込受付期間＝12月1日
〜28日※決定通知は平成
30年2月中旬に送付予定
問教育総務課☎7150－6103　 ID 1001224

地域災害対策に
必要な備品を整備
コミュニティ助成事業を活用

来年4月からの学童クラブ入所申請
12月1日から受け付け開始

募集保育所（園）など

※各学校へのお問い合わせはご遠慮ください。

4日間で創業計画を作る無料創業
スクール（千葉県信用保証協会主催）

日平成30年1月13日～2月3日の土曜10時～16時　所船橋市勤労市民センター　内創業に関するノウハウの取得や創業プランの作
成　講中小企業診断士　対創業予定または創業間もない方　定30人（先着順）　申同協会に電話　問同協会☎043－311－5001

地産地消!

認
定
こ

ど
も
園

問防災危機管理課☎7150－6312
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おもちゃ病院
　おもちゃドクターが壊れたおもちゃを修理しま
す。おもちゃのリサイクルも受け付けています。
日11月11日㈯13時〜15時30分　所森の図
書館　費無料（材料代かかる場合あり）
申不要※他会場での実施予定は、おもちゃ病
院ホームページをご覧ください。
問森の図書館☎7152－3200　 ID 1016228

小学生のための囲碁教室
脳トレーニングを始めよう!
　初めての方も、上級者の方も大歓迎!…大人の
方も参加できます。
日11月18日㈯13時〜16時　所十太夫福祉
会館　講日本棋院普及指導員・茂木弘さん　
ほか　定20人（先着順）　費無料
申11月2日から電話または直接窓口へ
問十太夫福祉会館☎7154－5254

森の図書館　こども創作教室
毛糸のポンポンで
ふわもこクリスマスツリーを作ろう!
　毛糸のポンポンを組み合わせて、ふわふわの
オリジナルクリスマスツリーを作ります。
日11月19日㈰10時30分〜11時30分

所森の図書館　対小学生※保護
者同伴であれば幼児も可
定25人（先着順）　費500円（材
料代）　申11月2日10時から電
話または直接窓口へ
問森の図書館☎7152－3200
ID 1016236

こども卓球教室
日11月25日㈯10時〜12時　所小山小学校…
講卓球おやまクラブの皆さん　対市内在住の
小学生　定20人（先着順）　費無料　持タオ
ル、飲み物、上履き、ラケット（お持ちの方のみ）…
申11月2日から十太夫福祉会館に電話または
直接窓口へ
問十太夫福祉会館☎7154－5254

子ども創作教室　木の工房
クリスマス工作　自分だけのリースをつくろう
　新聞紙をくるくる巻いてリースをつくり、リボ
ンやフェルトで飾り付けよう。
日11月25日㈯10時〜11時30分　所東部公
民館　対小学生※保護者同伴であれば3歳か
ら可　定20人（先着順）　費300円（材料代）　
申11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　 ID 1016241

キッズイベント

会場 日程 催し物
駒木台児童館
☎7154－4821

24日㈮・25日㈯・28日㈫・29日㈬ クリスマス工作
30日㈭ ミニコンサート（乳幼児向け）

江戸川台児童センター
☎7154－3015

14日㈫ ドッジボール大会
24日㈮～27日㈪ クリスマス工作

思井児童センター
☎7159－5666

14日㈫ ボンバー大会
25日㈯ 卓球教室
30日㈭ Ｌet’sリサイくるくる（乳幼児向け）

向小金児童センター
☎7173－9320

14日㈫ ドッジボール大会
29日㈬～12月1日㈮ クリスマス工作

赤城児童センター
☎7158－4545

11日㈯ ピッグ10大会
27日㈪ ドッジボール大会

十太夫児童センター
☎7154－5254

24日㈮～30日㈭ クリスマス飾り作り
27日㈪ ママとベビーの体操（乳幼児向け）

野々下児童センター
☎7145－9500

11日㈯ 卓球教室
14日㈫ ドッジボール大会
22日㈬ 食のおはなし

11月の催し物 問各児童館・児童センター　 ID 1001236

●児童館・児童センター

▶なかよしひろば… 日15日㈬　内リトミック　ほか
… 所北部公民館（☎7153－0567）
▶親子サロン… 日7日㈫・21日㈫※7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16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14日㈫　所南流山センター（☎7159－4511）
▶おおたかの森ひろば… 日16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7日㈫・10日㈮・14日㈫・21日㈫・24日㈮・28日㈫…
… ※10日・28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16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16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 （11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 1001275

　児童虐待は、家庭の中で起こるため、実態が現れにくい問
題です。また、保護者には虐待をしている認識がなく、しつ
けの一環として虐待を否定することが多くあります。保護
者自身では解決しきれない多くの問題を抱え、子育てに悩
んでいることが虐待の背景であることも少なくありません。
　皆さんの周りに虐待が疑われる子どもがいる場合には、
市や柏児童相談所などにご連絡ください。ご連絡いただい
た方の秘密は守られます。
　また、子育てに悩んでいる方は一人で悩まずに、まずはご
相談ください。

　第1部では青少年ふれあい運動活動の報告
を行います。第2部では、アコーディオン奏者・
岩城里江子さんと声優・さわきょうこさんによ
る、なんでもない日常を綴った「声」と「アコー
ディオン」による心温まるものがたりをお届けし
ます。
日12月2日 ㈯13時30分 〜
15時30分　所文化会館
定800人（先着順）　費無料　
申不要
問文化会館☎7158－3462

いちはやく 知らせる勇気 つなぐ声
11月は児童虐待防止推進月間

江戸川大学こどもコミュ
ニケーションフォーラム
子育てに「もう遅い」はありません

〜どの子も伸びる
共有型しつけのススメ〜

　子どもの創造的想像力や思考力を伸ばす関
わり方・育て方を、発達心理学の調査研究の成
果を通してお話しします。子育て中の方はも
ちろん、子どもたちの保育・教育に係わる方に
もお聞きいただきたい講演です。
日11月25日㈯14時〜16時　所江戸川大学…
講江戸川大学こどもコミュニケーション研究所
顧問・内田伸子さん
定200人（先着順）　費無料
申同大学ホームページからまたは電話※2歳
〜就学前児の一時保育あり（先着5人、500
円。同大学に要申し込み）
問同大学企画総務課☎7152－9908

　市内小学4年生が「ごみの減量・資源化」をテーマに描いたポス
ターコンクールの審査の結果、入賞者が次のとおり決定しました
（敬称略）。

　日頃、青少年の健全育成に尽力いただいている
功労者と、啓発の標語・ポスター入選者の表彰式を
行います。また、江戸川台小学校吹奏楽部による
演奏もあります。
　なお、標語・ポスターの入選作品は11月27日〜
12月1日に市役所1階ロビーに展示します。ぜひ
ご覧ください。
日11月18日㈯9時30分〜11時（予定）
所生涯学習センター（流山エルズ）
定300人（先着順）
費無料
申不要
問生涯学習課☎7150－6106　

ごみ減量化促進ポスターコンクール
入賞者が決定

青少年健全育成
推進大会を開催

（流山市青少年育成会議主催）

青少年ふれあい運動
「全体のつどい」&

家庭教育講演会
なんでもない普通の一日

〜おはなしと音楽の世界〜

健康づくりのための運動講座
（NPO法人NSCAジャパン主催）

日11月22日㈬19時～20時　所NSCAジャパンHuman Performance Center（前平井）　定40人（先着順）　
費無料　持動きやすい服装　申電話　問事務局☎7197－2063

　都内の図書館や、ろう学校などで活動されて
いるボランティアグループ「にじ」による、手話
の同時通訳のおはなし会です。おはなしを聞
きながら手話に触れ、簡単な手遊びで実際に
手話を体験します。

日11月26日㈰15時〜15時30分
所森の図書館
対子どもから大人まで
定25人（先着順）　費無料　申不要
問森の図書館☎7152－3200　 ID 1016233

【入賞者の作品を展示中】
日11月1日㈬〜9日㈭の平日8時30
分〜17時15分　所市役所1階ロビー
問クリーンセンター☎７１５７－７４１１
ID 1002479

【最優秀賞】 
▪近藤…優理子（おおたかの森小）

【優秀賞】 
▪杉山…珠桜里（西初石小）
▪中村…結愛（東深井小）

【佳作】 
▪岡安…玲菜（流山小）
▪竹内…煌祐（小山小）
▪岸…翔太（小山小）
▪溝田…心優（西初石小）
▪瀬尾…響希（東深井小）
▪舘…侑規（江戸川台小）
▪竹内…真聖（江戸川台小）
▪松岡…佑里子（八木北小）
▪伊藤…真奈（八木北小）
▪矢代…万結（八木南小）

　家庭教育講座は、子どもの健全な成長の支援のために、小・中学校と
公民館が連携して実施している講座です。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
◆西初石小学校
親子で撃退! 消費者トラブル〜身近な契約から家庭を守ろう〜
　消費者トラブルの事例を通して、親子で予防と対策を考えます。
日12月6日㈬13時〜14時30分　所西初石小学校
講市消費生活センター相談員
申不要※1歳半〜就学前児の一時保育あり（先着10人。11月22日まで
に文化会館に要申し込み）
◆南流山中学校　薬物乱用防止教室
　薬物乱用の危険性を正しく理解し、自分を大切にする心を養います。
日12月7日㈭13時10分〜14時　所南流山中学校
講流山警察署員　申文化会館に電話　持スリッパ

家庭教育講座を開催

　虐待かもと思ったらすぐに電話してください。あなたのそ
の一本の電話で救われる子どもがいます。
連絡・相談先
◦流山市家庭児童相談室☎7158－4144…◦柏児童相談所
☎7131－7175…◦子ども家庭110番（24時間・365日受け付
け）…☎043－252－1152…◦児童相談所全国共通ダイヤル☎
189※緊急時は迷わず110番してください。

バリアフリーおはなし会
見て聴いて楽しもう! 手話のついたスペシャルおはなし会
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　特定の年齢の女性の方を対象（別表参照）に、骨粗しょう症検診を実施
します。検診内容は骨密度測定です。すでにお申し込みいただいている
方には受診票を発送しました。対象となる方で、まだ申し込みをしていな
い方は、お早めにお申し込みください。
日11月17日㈮・22日㈬・24日㈮・27日㈪・28日㈫
所保健センター　ほか
費100円
申電子申請または「骨
粗しょう症検診希望」、
住所、氏名（フリガナ）、
生年月日、性別、電話
番号を明記の上、〠
270－0121流山市西
初石4－1433－1保健センターへ郵送
※窓口でも受け付け可
問保健センター☎7154－0331

骨粗しょう症検診は11月17日から
対象の方は申し込みを

開催教室 日程 開催場所 備考

ハローベイビー 7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(16～31
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。12月分の予約も受け付
け中(①12月7日②12月15日③12月21日)

17日 保健センター
（9時45分～10時受付）

25日 保健センター
（13時15分～13時30分受付）

育児相談
7日 南流山センター（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)8日 保健センター（1歳未満）（9時45分～10時15分受付）

21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）

15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、スプーンを持参28日 南流山センター

カムカムキッズ
（予約制）

27日 保健センター 平成28年11月～12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、歯ブラシを持参29日 東部公民館

むし歯予防教室
（予約制）

1回目13日・2回目20日・
3回目27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8月生まれの乳児対象
②1歳6カ月児…1日・6日 保健センター（12時45分～14時受付） 平成28年4月生まれの幼児対象
③3歳児…9日・10日 保健センター（12時45分～14時受付） 平成26年7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 1000757

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・検査
事業名 実施日（11月） 時　間 問・予約

不妊相談 電話（予約不要） 14日㈫ 9時～11時30分

☎047ー361ー2138
来所 14日㈫ 13時30分～15時

思春期相談 13日㈪ 14時～17時
精神保健福祉相談 2日㈭・20日㈪ 14時～16時

酒害相談 16日㈭ 14時～16時30分
エイズ
検査

即日検査 7日㈫・21日㈫ 13時30分～14時 ☎047ー361ー2139
※1週間前から受付開始夜間検査 21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 1000646

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。

千葉県生涯大学校
の入学生を募集

対仲間づくりや社会参加に興味のある県内在住の原則60歳以上の方　▷募集期間＝11月10日～12月28日　▷願書配布場所＝
市役所高齢者生きがい推進課、県生涯大学校各園、県ホームページなど※郵送請求も可　問同大学校事務局☎043－266－4705

　２０歳、３０歳および４０歳以上の方と妊婦の方を対象に、
歯周病検診を実施しています。歯と口の健康を保つこと
は、食事や会話を楽しむなど、健康で豊かな生活を送るた
めの基礎となるだけでなく、肥満やメタボリックシンドロー
ムの予防などにも重要です。歯を大切にしましょう。
内口

こうくう

腔内診査（歯周病、むし歯などの検査）
▷受診回数＝４月１日〜平成30年３月３１日の間で１回
費５００円

申実施契約医療機関（保健だより、市ホームページ参
照）に直接
問保健センター☎７１５４－０３３１　 ID 1000676

　歯と口の健康を目指した予防歯科をテーマ
に、テレビなどでご活躍中の歯学博士・倉治な
なえさんを今年も講師にお招きし、むし歯と歯
周病の最新の予防方法と、歯科医が提案する
歯ぐきの血流をアップしてアンチエイジングに
役立つ「口と血管のマッサージ」や呼吸法をお
話ししていただきます。マッサージで口元から若返りましょう。
　会場には授乳室がありますので、乳児がいる方もぜひお越し
ください（お湯は持参してください）。また、手話通訳もあります。
日１２月３日㈰14時〜16時　所初石公民館　対市内在住・在
勤・在学の方　費無料　申「市民公開講座希望」、郵便番号、
住所、氏名、電話番号を明記の上、11月24日（必着）までに①
往復ハガキ（返信用に宛名を明記）で〠２７０－０１２１流山市西
初石４－１４３３－１保健センター内流山市歯科医師会へ②流山
市歯科医師会または保健センターへファクス※ファクスの場
合、案内は届きません。直接会場にお越しください。
問流山市歯科医師会☎・FAX 7155－3355
保健センター☎7154－0331FAX 7155－5949

　平成29年度の「人間ドック・脳ドックの助成」は、
受診希望者多数のため、実施医療機関によっては
年度内の受診可能件数が残りわずかとなっていま
す。ご希望の実施医療機関での受診ができない場
合がありますのでご注意ください。
　また、すでに申請済みの方で実施医療機関に予
約をされていない方は、お早めに予約をお願いしま
す。なお、予約状況は、各実施医療機関へ直接お
問い合わせください。
問国保年金課☎７１５０－６０７７　 ID 1000575
高齢者生きがい推進課☎７１５０－６０８０　 ID 1000613

◆東葛スポーツレクリエーション祭
大堀川ウォーキング&ポールウォーキング体験会

（東葛飾地区スポーツ推進委員連絡協議会主催）

問スポーツ振興課☎7157－2225
流山市歯科医師会の

市民公開講座
むし歯・歯周病の最新知識と予防法
～歯と口から始めるアンチエイジング～

人間ドック・脳ドックの予約はお早めに
年度内の受診可能件数が残りわずか

ウオーキングで体を動かそう

１１月８日は「いい歯の日」
歯周病検診を実施中

【対象となる女性】
40歳 昭和52年4月2日～昭和53年4月1日生まれの方
45歳 昭和47年4月2日～昭和48年4月1日生まれの方
50歳 昭和42年4月2日～昭和43年4月1日生まれの方
55歳 昭和37年4月2日～昭和38年4月1日生まれの方
60歳 昭和32年4月2日～昭和33年4月1日生まれの方
65歳 昭和27年4月2日～昭和28年4月1日生まれの方
70歳 昭和22年4月2日～昭和23年4月1日生まれの方
※年齢は平成30年４月１日時点

11
月

所文化会館　対流山市国民健康保険に
加入している方　費無料
申NPO法人健康を育てる会・流山（佐藤
☎080－5643－2779）へ電話
問国保年金課☎7150－6077
ID 1000584

「健康を支える栄養学」
に基づく講習会
食生活を改善して

病気の予防や健康回復に

　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、人間としての尊厳が
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11月16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ご家族など　定3人（先着順）　費無料　申社会福祉協議会へ電話
問同協議会☎7159－4735

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

　統合失調症の理解と治療、障害福祉サービスなどの制度、回復のプロセスや地域
生活などを、精神科医や当事者などが講演します。
日11月17日㈮、12月1日㈮14時〜16時　所松戸健康福祉センター（松戸保健所）…
対市内在住の統合失調症の方の家族（2日とも参加できる方）
定30人（先着順）　費無料　持筆記用具　申電話または直接窓口へ
問同センター地域保健課☎047－361－2138

こころの家族教室「統合失調症の理解と対応」
（松戸健康福祉センター主催）

実施日 テーマ
11月16日㈭ 栄養素の整った献立のたて方①
12月21日㈭ 栄養素の整った献立のたて方②
平成30年
1月18日㈭ 検査データの見方、活

い

かし方

2月15日㈭ 健康管理は食生活の点検から
3月15日㈭ 老後も元気に過ごすには 対象 持ち物

20歳、30歳、40歳の方 受診券（５月に郵送済み）、保険証など住所と
年齢が確認できるもの

妊婦の方 母子健康手帳および同封の受診券
41歳以上の方 保険証など住所と年齢が確認できるもの

※時間はいずれも10時〜12時

※治療中の方を除く。千葉県後期高齢者歯科口腔診査を受診された方は不可

　大堀川沿いを散策します。ウォーキングはショートコー
ス（約3km）、ミドルコース（約7km）、ロングコース（約
9km）から選んで歩きます。ポールウォーキングは自由散
策（雨天時は小山小学校で歩き方の講習）です。
日11月11日㈯9時〜12時（受け付けは9時30分まで）　
所流山おおたかの森駅自由通路　費無料　持水筒、雨
具、タオル、帽子※ポールウォーキングに参加する方は
ポール（お持ちの方のみ）、室内履き（雨天時のみ）
申不要※ポールの貸し出しを希望する方は市役所スポー
ツ振興課に電話
◆秋の歩こう会　水の郷、三郷の水辺と水元公園

（コミュニティスポーツリーダー会中部地区主催）
日11月12日㈰8時15分〜11時（8時受け付け）※小雨
決行　所流山おおたかの森駅自由通路
▷コース＝TX流山おおたかの森駅→（電車移動）→三郷中
央駅→三郷水元公園（現地解散）※約5.5km…
費無料※交通費は自己負担　持往復交通費、飲み物、雨
具、水元公園で昼食を食べる方は弁当など　申不要

　マス目で区切ったマットの上を、いろいろなパターンで
足踏みをするスクエアステップとストレッチを行います。
日11月13日㈪13時30分〜15時　所キッコーマ
ン…アリーナ　対市内在住・在勤・在学の方　定50人
（先着順）　費無料　持タオル、飲み物、動きやすい
服装、室内用シューズ　申保健センターに電話
問保健センター☎7154－0331

歩く脳トレ運動! スクエアステップ&ストレッチ
（健康づくり推進員協議会主催）
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求人
★保健師（臨時職員）

▷勤務日時＝平日9時〜17時（週5日勤務）
▷勤務内容＝①指導（高齢者宅の訪問、介
護予防教室の運営）②事務（パソコンによ
る記録など）※両方の業務に従事
▷時間給＝①1,810円（交通費別途）
②1,510円
▷勤務開始＝応相談
▷応募資格＝保健師免許を有する方※要
普通自動車運転免許
▷応募方法＝履歴書に必要事項を明記の
上、保健師免許証と普通自動車運転免許
証の写しを添えて〠270－0192流山市
役所介護支援課へ郵送または持参
問介護支援課☎7150－6531
ID 1016287

 その他
★運河駅ギャラリーのイベント

①うんがいい! マルクト　運河駅で観光
みやげを
　うんがいい!…朝市でおなじみの名産品
や、流山や利根運河ゆかりの商品などを
販売します。※「マルクト」はオランダ語で
「市場」の意
日11月2日㈭10時〜18時
②真

し ん し ん

真　運河駅で二
に こ

胡ミニライブ
　二胡の演奏体験もあります。
日11月4日㈯11時〜11時30分、14時
〜14時30分

【共通事項】
所運河駅ギャラリー（運河駅自由通路）　
費②無料　申不要
問利根運河交流館☎7153－8555（月・
火曜休館）

★東部公民館のイベント・講座

①いきいき熟年サロン
　スクエアステップで転倒予防と脳トレを
行います。
日11月8日㈬13時〜14時30分
費100円　持タオル、上履き、飲み物
②クリスマスを飾ろう〜トピアリー〜
　丸くてかわいいトピア
リー（＝写真）をクリスマ
スカラーでアレンジ。ど
こにでも飾れて、インテ
リアとして人気です。
日11月20日㈪10時〜
12時　講花の学院アカ

所市役所職員組合売店
▷色／冊数＝紺色／60冊、黄色／20冊
▷価格＝500円（税込み）
問在庫について…同売店
☎7159－4733
企画政策課☎7150－6064

千葉県立特別支援学校流山高等
学園文化祭　K

こ う よ う

OYO祭

日11月18日㈯9時30分〜14時
所千葉県立特別支援学校流山高等学園
内生徒の手作り作品、野菜、花の販売など
問同学園☎7141－9900

着順）　費無料　申電話または直接窓口へ
問ジョブサポート流山☎7156－7888
商工振興課☎7150－6085

 展示
★常磐道の遺跡展
悠久の歴史を旅して

　市内を通る常磐自動車道の建設に合わ
せ、流山・柏市内では16遺跡の発掘調査
が行われ、約3万年前の旧石器時代や、縄
文、古墳、奈良、平安、江戸のそれぞれの
時代を生きた人々の営みが発見されまし
た。今回、（公財）千葉県教育振興財団が
これまでの調査成果の展示を行います。
日11月4日㈯〜12月24日㈰9時30分
〜17時（11月30日および月曜休館）
所博物館
◆関連講座
縄文時代前期の貝塚と文化形成
〜奥東京湾の事例を中心として〜
日11月19日㈰13時〜15時
所中央図書館　定40人（先着順）
申11月2日9時から博物館に電話

【共通事項】
費無料
問博物館☎7159－3434

★季節の菊飾り

　市内在住の梅澤崇司さん、松戸市にお
住まいの要藤昌紀さんによる小菊盆栽、
流山菊好会の星野操さんによる大菊の仕
立てなど、愛好家が丹精込めて育てた菊
花を展示します。
日11月7日㈫〜26日㈰9時〜17時※月
曜休館。大菊の展示は11日㈯12時から
所一茶双樹記念館
費大人100円、小・中学生50円（入館料）
問一茶双樹記念館☎7150－5750

 会議どなたでもお聴きになれます

★福祉施策審議会

日11月6日㈪14時から　所市役所
内第７期高齢者支援計画について
問社会福祉課☎7150－6079

★交通安全対策会議

日11月8日㈬13時30分から
所市役所
内第10次流山市交通安全計画策定の経
緯と概要について、計画策定後の活動実
績について
問道路管理課☎7150－6093

デミアフロール講師・野崎珠美さん　定２０
人（先着順）　費1,800円　持持ち帰り用の袋
③なつかしき歌声サロン
日11月24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

【共通事項】
所東部公民館
申②電話または直接窓口へ①③不要
問東部公民館☎7144－2988

2018年版ちば県民手帳を販売

日11月6日㈪から※なくなり次第終了　

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パーソナルカラー
　診断体験講座 11月22日㈬ 13時～

14時30分 500円

②コカリナ初心者
　クラス（開講中） 11月9日～平成30年3月15日の月2回木曜 10時30分～

12時
10,000円

（10回分、教材代別途）

③手作りお菓子教室 11月16日㈭:チョコレートファインケーキ
11月21日㈫:生チョコ風ガトーショコラ 10時～12時

1回1,800円
（材料代含む）
持エプロン、三角巾、

持ち帰り用の容器

④パソコン講座
❶Windows10の使い方:11月9日㈭～10日㈮
❷ビジネスエクセル:11月13日㈪～14日㈫
❸ビジネスワード:11月16日㈭～17日㈮
❹ワードで年賀状作成:11月27日㈪～28日㈫

10時～12時 各2,000円

●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）
※OSはWindows10。オフィスのバージョンは2016
定各12人（先着順）　費①2,500円②1,000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（12月）
●文化会館のパソコン講座　問文化会館☎7158－3462　 ID 1014849

　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）
　6日・20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）
　※23日を除く
❷悩みごと相談（予約制）人権・行政
　月曜（10時〜15時）
❸税務相談（予約制）
　22日（13時〜16時30分）
❹登記相談（予約制）
　8日（13時〜15時40分）
❺交通事故相談（予約制）
　20日（10時〜15時）
❻不動産相談（予約制）
　15日（13時〜16時30分）
❼暮らしの手続き相談（予約制）

　17日（13時〜16時）
❽外国人相談（予約制）
　22日（13時〜16時）
　※15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）
　10日・24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 1003431
●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 1002359

11月

その他の相談

●酒害相談
　7日・24日
　（18時30分〜20時30分）
　江戸川台福祉会館
　12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）
　10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）
　15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 1001911

講座名 期　日 時　間 内　容
①マンツーマン
　パソコン
　初心者教室

12月1日㈮
2日㈯

13時30分～
16時30分

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）

②ビデオ作成
　講座

12月7日㈭
8日㈮ 10時～12時 動画を見やすく編集し、文字、BGMを入れたビデオ作

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

12月7日㈭
8日㈮

13時30分～
16時30分

入門、ワード、エクセル、写真、メール、インター
ネット、その他よろず受け付け

弁護士、税理士、司法書士の
三士合同無料相談会

弁護士、税理士、司法書士がチームとなって相談に応じます。　日12月9日㈯13時30分～16時30分※1組30分間　所柏
商工会議所　定24人（先着順）　費無料　申11月6日から千葉司法書士会に電話　問同司法書士会☎043－246－2666

11月1日㈬〜30日㈭

流山市展受賞作品展Ⅲ
流山市展受賞作品を展示します。
問㈱アーテック☎7154－1441

ID 1001703

11月13日㈪〜17日㈮

四季の花々展
「錦秋」をテーマに展示します。
問生涯学習課☎7150－6106

ID 1001705

　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
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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
★北部公民館の講座・イベント

①ロコモ体操
日11月2日㈭・16日㈭13時〜14時30
分　講フィットネスアドバイザー・佐々
木務代さん　定各50人（先着順）　費1
回500円　持タオル、飲み物、動きやす
い服装　
②映画のひろば「フラガール」
日11月15日㈬15時〜17時10分
費無料
③折り紙教室
　来年の干

え と

支や正月にちなんだものを折
ります。
日11月30日㈭13時〜16時　定16人
（先着順）　費100円　持ピンセット
④手袋人形作り
　楽しく遊べる手袋人形（指人形）を、針
を使わないで作ってみませんか。
日12月1日㈮10時〜12時
講NPO法人ながれやま栞

しおり

の皆さん
定30人（先着順）　費500円（材料代）
持鉛筆、はさみ、洗濯ばさみ

【共通事項】
所北部公民館
申①③④電話または直接窓口へ②不要
問北部公民館☎7153－0567

★オカリナ教室（全9回）

　初心者や初級の方向けのコースです。
日11月6日〜平成30年3月19日の第…
1・3月曜14時〜15時30分　所ほっとプ
ラザ下花輪（下花輪福祉会館）
対市内在住・在勤・在学の方
定10人（先着順）　費各回500円（教材代）
持オカリナ（貸し出し可）
申11月2日から電話または直接窓口へ
問ほっとプラザ下花輪☎7150－4126
ID 1016354

★寺子屋大学　縄文時代を学ぶ

　小金牧と村の関わりについて学びます。
日11月9日㈭13時30分〜15時30分

所中央図書館　定20人（先着順）
費無料　申不要
問博物館☎7159－3434
ID 1016527

★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11月14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11月2日9時から電話
問思井福祉会館☎7159－5666

★古典文学講座（全3回）
「古事記」を読み解く

日11月18日・25日、12月2日の土曜10
時30分〜12時　所中央図書館　講江戸
川大学教授・佐藤毅さん　対市内在住で、
3回とも受講できる方　定40人（先着
順）　費無料　申11月２日９時から電話
問中央図書館☎7159－4646
ID 1016202

★癒しの苔
こ け

玉
だ ま

と草花盆栽

日１1月21日㈫13時〜15時　所コミュ
ニティプラザ　講なづかりオーガニック
ファーム主宰・笠原悦子さん　定１0人（先
着順）　費3,500円程度（材料・鉢代含
む）　申電話
問コミュニティプラザ☎7155－5701

★ゆうゆう大学第3回合同公開講演会
「銀河鉄道の夜」から地図と測量を知る

　宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」に登場する
「三角標」を、測量時に各地に建設する「測
量標」がモデルだと考えている地図技術者
もいます。物語に登場する「三角標」など
を題材に地図と測量の話をします。
日11月22日 ㈬13時30分 〜15時30

分　所文化会館
講元国土地理院職員・山岡光治さん
定800人（先着順）　費無料　申不要
問文化会館☎7158－3462

★野々下福祉会館の講座

①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11月24日㈮・25日㈯13時30分〜
16時30分　講流山パソコンボランティ
ア（NPV）の皆さん　内❶パソコン入門
❷ワード❸エクセル❹メール・インター
ネット❺デジカメ編集❻ホームページか
ら1つ選択　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
②和太鼓の体験レッスン
　楽しく和太鼓を叩

たた

いてリフレッシュし
ませんか。初心者の方でも楽しめます。
日11月30日㈭10時〜12時
講和太鼓どんの皆さん　費無料
持飲み物、タオル、動きやすい服装

【共通事項】
所野々下福祉会館
対市内在住・在勤・在学の方
定10人（先着順）　申11月2日から電話
問野々下福祉会館☎7145－9500

★手作りシリーズ
かわいいマカロン型小物入れ

　和柄布にファスナーを付けて、コイン入れ
（小サイズ）と、ジュエリー入れ（大サイズ）を
作ります。
日11月25日㈯10時〜15時　所十太夫
福祉会館　講洋裁・手芸講師・猪内玲子さ
ん　対市内在住・在勤・在学の方
定10人（先着順）　費1,200円（材料代）
持裁縫道具、昼食　申11月2日9時から
電話または直接窓口へ
問十太夫福祉会館☎7154－5254

★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11月26日㈰9時〜12時　所南消防
署　対市内在住・在勤の方　定15人（先着
順）　費無料　申11月1日10時から電話
問南消防署☎7159－0119

★ダンスセラピー講座
心と体のリラックスに♪

日11月30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11月2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

★森の図書館 教養講座　体験で学
ぶ読み聞かせ講座　コツがわかると
子どもや孫に読んでみたくなる!

日12月1日㈮10時〜11時30分
所森の図書館
講おはなしのつばさ会員・菊地芙美子さん
対読み聞かせに関心のある方
定25人（先着順）　費500円　申11月2
日10時から電話または直接窓口へ
問森の図書館☎7152－3200
ID 1016239

★リサイクル講座
あったか靴下カバーづくり

日12月4日㈪10時〜16時　所クリーン
センター　定20人（多数抽選）　費無料…
持不用毛糸（並太3巻）、棒針2本（6号か7
号）、かぎ針（6号）　申電子申請または往
復ハガキに開催日、講座名、住所、氏名、電
話番号、返信用に宛名を明記の上、11月
20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
ID 1016520

★就職個別相談セミナー
正社員を目指してみませんか

　就職活動を行っている方はもちろん、非
正規社員や有期雇用社員で働いている方
で正社員を目指している方にも参考になる
講座です。経験豊富なキャリアカウンセ
ラーがアドバイスします。希望する方は、セ
ミナー終了後に個別相談も受けられます。
日12月6日㈬13時〜15時30分　所ジョ
ブサポート流山（江戸川台駅前庁舎3階）…
対主に45歳以下の未就労者の方で働く意
欲のある方およびその家族　定20人（先

問秘書広報課☎7150−6063　 ID 1007526

■早川雅信展 (森の美術館主催)=第1期:
開催中〜11月12日㈰10時〜17時(入館
は16時30分まで)。第2期:11月15日㈬
〜12月24日㈰10時〜16時(入館は15時
30分まで)、森の美術館（大

おおぐろ

畔）。600円問
森の美術館☎7136－2207
■第5回流山・山陶会作品展(陶芸・景色盆
栽)=11月3日㈷〜5日㈰10時〜16時、南
部高齢者趣味の家（流山9）。無料問片岡☎
7147－0588
■養

よ う し ん

神館合気道体験会（養神館合気道明龍
館流山同好会主催)=11月4日㈯、キッコー
マン…アリーナ。11月25日㈯、南部柔道場。
いずれも14時〜17時、500円問野田☎
080－2200－7087
■「腹式呼吸で健康UP!」スポーツ吹矢始め
ませんか。無料体験会 (一般社団法人日本
スポーツ吹矢協会流山市江戸川台支部主
催)=11月4日㈯・9日㈭13時〜14時30分、
東深井福祉会館。11月8日㈬・24日㈮15
時〜16時30分、北部公民館。11月16日

㈭・28日㈫9時〜11時30分、江戸川台福祉
会館。いずれも無料※要申し込み問鈴木
☎090－7422－5948
■柏の葉公園フリーマーケット(地域支え合
いの会ふたば主催)=11月5日㈰、12月10
日㈰いずれも9時〜15時、柏の葉公園※雨
天中止問小暮☎090－3529－0007
■なこっこポコ(ながれやま子育てコミュニ
ティなこっこ主催)=11月6日㈪10時〜12
時、文化会館。300円※要申し込み問田中
nakoccopoco@gmail.com

■「筆ぐるめ」年賀状作成講座(全4回)(流
山ノートパソコンクラブ主催)=11月7日・
14日・21日・28日の火曜、北部公民館。11
月8日・15日・22日・29日の水曜、南流山セ
ンター。いずれも9時30分〜11時30分、
2,500円※要申し込み問福嶋☎7155－
2607
■彩の会水彩画作品展=11月7日㈫〜12
日㈰10時〜16時、杜のアトリエ黎明。無料
問和

い ず み

泉☎090－8019－0714
■秋月展(押絵と箱物)(流山ひなまつりの会
主催)=11月8日㈬〜12日㈰9時〜17時
(12日は15時まで)、一茶双樹記念館。入
館料のみ問小泉☎090－4076－6927
■口

こ う く う

腔ケア講座〜知っておきたい口腔の働
きとケア〜(高齢者ふれあいの家こもれび主

催)=11月8日㈬14時〜15時、クラシックレ
ジデンス江戸川台（美原）。無料※要申し込
み問事務局☎7155－7160
■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・ゴルフ協会北部支部主催)=11月10
日・17日・24日の金曜9時〜11時、東深井
地区公園。無料※要申し込み問小林☎
7152－0539
■第46回松ヶ丘文化展 (松ヶ丘自治会主
催)=11月11日㈯〜12日㈰9時30分〜16
時、松ヶ丘自治会館。無料問事務局☎
7146－1525
■アロハな週末 ハワイアンフラ＆タヒチア
ンダンス（全2回または3回）(フラロベリア
主催)=11月11日・18日・25日の土曜①10
時〜12時②13時〜15時③18時〜20時、
生涯学習センター(流山エルズ)。1回1,000
円※要申し込み。時間はいずれかを選択問
北田☎090－1651－4390
■手賀沼湖畔に自然を訪ねて(東葛しぜん
観察会主催)=11月12日㈰9時30分〜12
時、東我孫子駅集合。200円※雨天中止。
要申し込み問坂部☎7152－5076
■家事家計講習会 (全国友の会流山支部主
催)=11月14日㈫、生涯学習センター(流山
エルズ)。11月16日㈭、初石公民館。いず

れも10時〜12時、400円※要申し込み問
小沼☎7159－4683
■絵手紙作品展 (ゆう大絵手紙ＯＢ会主
催)=11月16日㈭〜20日㈪10時〜17時
(20日は15時まで)、南流山センター。無料
問上岡☎7159－1475
■第21回鈴木耕太郎ギター教室発表会
=11月18日㈯15時〜17時30分、初石公
民館。無料問鈴木☎7159－4860
■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)=11
月19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)
■シニアのための認知症予防「脳とからだの
トレーニング教室」(Ｍ＆Ｃシニアクラブ主
催)=11月21日㈫10時〜11時、松ヶ丘旭自
治会館。500円※要申し込み問竹村☎070
－5465－6713
■木目込み人形で「干

え と

支いぬ他」創ってみよ
う!!=11月24日㈮・30日㈭10時〜12時、
南流山幼稚園。3,300円※要申し込み問は
がわ☎080－9779－6868
■おしゃれな壁かけクリスマススワッグ (フ
ラワーサークルアンベリール主催)=12月7
日㈭14時〜16時、北部公民館。3,500円
※要申し込み問水野☎090－7223－5878

イベント

遺言・相続の
無料法律相談会

千葉県弁護士会松戸支部所属の弁護士が、遺言・相続の相談に応じます。　日11月15日㈬13時～16時※1人45分間　所千葉県弁護士会松
戸支部　定20人（先着順）　費無料　申11月6日10時から電話　問同会松戸支部☎047－366－6611（平日10時～11時30分、13時～16時）
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納税・納付
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納税・納付は便利な口座振替で　 ID 1000533
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◆来年の干
え と

支「戌
い ぬ

」のはんこ作り
消しゴムハンコで自分だけ
の年賀状を作りませんか 
　ほのぼのしたイラストや、
身近な材料を使ったアイデ
アあふれるクラフトが人気
の、市内在住のイラストレー
ター・三條栄子さんによる
講座です。消しゴムを使っ
た手作りはんこで、自分だけのオリジナル年賀
状を作りませんか。
日12月2日㈯13時〜15時　定15人（先着順）…
費1,000円（材料代含む。お茶とお菓子付き）

◆プリザーブドフラワー講習会
上品で華やかな“和モダン”アレンジ
　黒の器に赤のプリザーブ
ドフラワーが映え、高級感
あふれる作品です。和洋に
合いますので、ずっと飾って
楽しめます。初心者の方で
も簡単に作れます。
日12月6日㈬13時30分〜15時30分
講フラワーコーディネーター・三上久美子さん
定18人（先着順）　費3,900円（材料代含む）
持ワイヤーが切れるはさみ、メジャー、目打ち（キ
リ）、ラジオペンチなど

【共通事項】
所杜のアトリエ黎明　申一茶双樹記念館に電話、ファクスまたはメール
問一茶双樹記念館☎・FAX 7150－5750　 info@issasoju-leimei.com

◆世界のきらめき万華鏡展
　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万華鏡作家の
作品約200点を展示します。さまざまな形、色合いの個性的な作品を、ぜひご
覧ください。
日11月8日㈬〜12月10日㈰10時〜17時（月・火曜休館）　所見世蔵　費無料
◆中里保子さんの万華鏡作り講座　四角い万華鏡の世界を作る・そのⅡ
　毎回人気の万華鏡作り講座。今回は角形に組んだ鏡で作る進化型の万華鏡
で、「コーラスライン」と呼ばれる横長の映像が楽しめます。シックな秋色の万華
鏡を作ります。
日11月26日㈰10時30分から、13時30分から
所流山福祉会館（見世蔵で受け付け）
定各24人（先着順）　費4,500円
申11月1日10時から見世蔵に電話、ファクスまたは
直接窓口へ
問見世蔵☎・FAX 7190－5100（月・火曜休館）
misegura.nagareyama@gmail.com

　１２月４日から１０日は国の定める人権週間です。これに合わせ、松戸人権啓発活動
地域ネットワーク協議会では、人権フェスティバルを開催します。
　第１部は、うつ・難病を乗り越えた澤登和夫さん（さわとん）による講演を行います。
第２部は、車いすで生活する大富豪と、介護者として雇われた黒人青
年によるヒューマン・コメディー映画「最強のふたり」を上映します。
　なお、会場には手話通訳、要約筆記があります。
日12月9日㈯12時30分〜17時10分　所文化会館　定800人（先
着順）　費無料　申不要※1歳半〜就学前児の一時保育あり（先着
10人、11月29日までに市役所秘書広報課へ要申し込み）
問秘書広報課☎7150－6063　 ID 1016613

杜のアトリエ黎明の講座 万華鏡ギャラリー見世蔵のイベント

　ソウルシンガー・GONZAさんと流山ゴスペ
ルシンガーズTHE…TOMESODEのコンサート
で、ちょっと早いクリスマスを楽しみましょう!
日11月25日㈯14時〜15時30分　所森の
図書館　対図書館利用カードをお持ちの方
※お持ちでない方は登録を　定70人（先着
順）　費無料　申11月3日9時30分から窓
口でチケット配布※1人2枚まで。お体の不
自由な方はご連絡ください。
問森の図書館☎7152－3200
ID 1016230

日11月29日㈬18時30分〜19時
30分（18時15分開場）　所博物館
▷出演＝日本フィルハーモニー交響
楽団・本田純一（ヴァイオリン）、同楽
団・久保公人（チェロ）、西川裕子
（キーボード）
対市内在住で小学生以上の方
定60人（先着順）　費無料　申11
月2日9時から中央図書館に電話
問中央図書館☎7159－4646
ID 1016227

G
ゴ ン ザ

ONZAとT
と め そ で

OMESODEの
ゴスペルコンサートVol.9
クリスマスまでまてな～い♪

ミュージアム・
コンサート2017
ヘンデル×ピアソラ～時空を
超えて響きあう音の世界～

　流山本町で誕生した「白みりん」と、今の街並みを彩る「切り
絵行灯」が主役のイベントを今年も開催します。３０基以上の
切り絵行灯を、一夜限りで町なかに大集結!…さらに約200基
の竹行灯で流山本町を幻想的にライトアップします。流山本
町のお店が提供する「みりんグルメ・スイーツ」を食べ歩きな
がら、歴史と情緒あふれる街並みを楽しんでみませんか。
　また、イベント開始前には、職人・プロから学べるお楽しみ体験講座（別表参照）がたくさ
んあります。
日１１月２５日㈯１６時〜21時※点灯開始は17時から　所流山駅周辺

問流山本町・利根運河ツーリズム推進課☎７１６８－１０４７

「第2回白みりんと切り絵行
あ ん ど ん

灯の夕べ」を開催
プロから学べる！ お得で楽しい体験講座も

魔法の言葉“ありがトン”で、人生もっとうまくいく！
人権フェスティバルを開催

 住宅用火災警報器（住警器）設置義務付けからもうすぐ１０年
   定期的な動作確認を！
　住警器は、法律により全ての住宅に設置が義務付けられています。設置場所は、寝室、階段
（2階に寝室がある場合）です。まだ設置していない方は、早急に設置してください。また、住警
器の交換の目安は、設置から１０年です。定期的に動作確認をしましょう。

 南消防署消防体験　災害時の対応力を身に付けよう
　地震体験や煙体験、消火器の使い方などを通して、防災意識を高めましょう。
日11月18日㈯９時３０分〜１２時　所南消防署　費無料　申不要
問南消防署☎７１５９－０１１９

 消防団ってどんな活動をしているの？ コーナン南流山店でイベントを開催
　消防団は「自分の地域は自分で守る」という精神に基づき、災害対応や地域コ
ミュニティの維持などにも大きな役割を果たしています。消防団の実際の活動を
紹介するイベントを行いますので、ぜひお越しください。
日11月12日㈰10時〜12時※小雨決行　所コーナン南流山店（木）　内消防自動車の展示
と乗車記念撮影会、消防ホースを使用したゲーム、煙体験ハウスなど　費無料　申不要
問消防総務課☎7158－0299

 小・中学校防火ポスター展　市内2会場で展示
　市内の小学5年生と中学2年生を対象に募集した防火ポスターを、市役所とイ
トーヨーカドー流山店で展示します。入賞者は次のとおりです（敬称略）。なお、最
優秀賞、優秀賞、特別賞は市ホームページ（ ID 1003039）でも掲載します。
日／所①１１月13日㈪〜１7日㈮／市役所１階ロビー②１１月１8日㈯〜２４日㈮／イ
トーヨーカドー流山店
◆小学校の部
最優秀賞：田牧…晃成（東深井）
優秀賞：住吉…璃音（流山）、木村…琥羽（八木北）
特別賞：飯島…夢路（流山北）、渡辺…夕姫（鰭ケ崎）
◆中学校の部
最優秀賞：眞田…なつみ（南流山）
優秀賞：今泉…香乃（おおたかの森）、岡田…葉（西初石）
特別賞：西海…里那（おおたかの森）

　昨年、市内で発生した火災は１９件（建物火災は１０件）です。原因は、たばこの不始末やガス
コンロの取り扱い不注意などのささいなことです。注意を怠らずに火災を防ぎましょう。

　高齢者世帯の火災ゼロを目指し、11月から来年２月にかけて、活動服を着用した消防団員が
高齢者単身世帯を訪問し、住宅用火災警報器設置の有無の確認や防火指導を行います。

 火災はうっかりでは済まされない

 高齢者単身世帯の訪問防火診断を実施

　「秋の全国火災予防運動」が１１月９日から１５日まで全国展開されます。今年のキャッチフレーズ
は「火の用心　ことばを形に　習慣に」です。期間中は、市内全域で火災予防を呼びかけます。
問消防本部予防課☎７１５８－０２７０

秋の全国火災予防運動

田牧晃成さんの
作品

眞田なつみさん
の作品

火の用心　ことばを形に　習慣に

講座名 場所 時間 定員（先着順） 費用 申し込み
切り絵作家から学ぶ！
切り絵体験教室

流山駅2番線停車
の車両内 13時～15時 10人 500円

市役所流山本町
・利根運河ツー
リズム推進課に
電話

プロの写真家から学ぶ！
切り絵行灯フォトウォーク
※スマートフォンの撮り方講座

流山駅前集合 14時～18時 15人
500円

持スマート
フォン

糀
こうじ

マイスターに教わる！
流山野菜のみりんピクルス
作り

流山駅前集合 14時20分～16時30分
10人

※お子さん
　連れ可　

2,000円
※ピクルスお

持ち帰り
持筆記用具

流山本町歴史
ガイドウォーク

①TX流山おおたか
の森駅改札前集合
②流山駅前集合
③南流山駅北口東
武バス停前集合

①14時25分～16時50分
②15時～16時50分
③14時20分～16時50分
※全コース下記キッコー
マンでの講座にも参加

各20人 無料
※交通費実費

流山キッコーマンで学ぼ
う！（みりんの製造工程を
映像で紹介）※工場見学
の実施はありません

流山キッコーマン
株式会社事務所棟
2階（流山3）

①15時～15時15分
②15時30分～15時45分
③16時～16時15分
④16時30分～16時45分

各30人 無料
※記念品あり

各回15分前から
会場で受け付け

つるし雛作家による
菊の花づくり

笹屋商店
（流山1）

①13時～14時30分
②15時～16時30分 各5人 500円

持裁縫道具
笹屋商店（☎7158
－0147）に電話

よしさんの楽しい
ペン彩画教室

流山駅2番線停車
の車両内 15時～16時30分 6人

500円　持描
きたいものの写真
や画像、筆記用具

ギャラリーよし
（☎7157－8144）

に電話
流山と共に歩む…
懐かしの抒情歌を歌う会

ミューズ熊坂音楽
スタジオ（流山2）

①16時～16時45分
②17時15分～18時 各10人 無料 不要

一夜限りの
幻想的な
演出


