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主な記事
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11月9日から全国火災予防運動………3面
ふるさとづくり功労賞表彰……………3面
市民活動団体公益事業…………………4面
秋のゴミゼロ運動開催…………………4面
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主な内容

審議会の委員を募集………………………………… 2面
キッズイベント………………………………………… 4面
6月15日から特定健康診査などを実施……………… 5面
流山ロードレース大会の参加者を募集… …………… 8面

ふるさと納税の返礼品に
アイオニック株式会社の
電動歯ブラシを追加……………3面

　歯周病や歯科疾患は自然治癒しないため、予防と早期発見が
大切です。初期は痛みや自覚症状がなく気づきにくいため、年に
1回は歯の検診を受けましょう。
▷実施期間＝平成31年3月31日までに1回　
内口

こうくう

腔内診査（歯周病、むし歯の検査など）
対市内在住の20・30歳の方、40歳以上の方、妊婦の方※千葉県

後期高齢者歯科口腔健康診査（6月1日～12月28日実施）を受診
される方は不可　費５００円
持２０・３０・40・50・60歳の方：受診券（発送済み）、４１歳以上の方
（50・60歳の方を除く）：住所と年齢を確認できるもの（保険証な
ど）、妊婦の方：母子健康手帳と受診券（母子健康手帳に同封）　
申別表の契約医療機関へ電話

平成30年度 流山市歯周病検診実施契約医療機関一覧（60カ所）
1 しばた歯科医院（東深井） ☎7156−1184
2 横山歯科医院（東深井） ☎7154−1085
3 東深井デンタルクリニック

（東深井） ☎7140−4182
4 オーク歯科クリニック（東深井）☎7136−2332
5 ツタモリ歯科医院（西深井） ☎7152−5961
6 野本歯科医院（こうのす台）☎7154−6666
7 寺沼歯科診療所（江戸川台西）☎7154−8264
8 白須賀歯科クリニック

（江戸川台西） ☎7152−1355
9 J歯科クリニック（美原） ☎7199−9008
10 あさぎが丘歯科医院（中野久木）☎7156−1182
11 富士見台歯科（富士見台） ☎7152−1811
12 高橋歯科医院（江戸川台東）☎7155−1145
13 いいづか歯科（江戸川台東）☎7140−5581
14 さくら歯科（江戸川台東） ☎7156−8211
15 そよかぜ歯科医院（青田） ☎7157−4182
16 北原歯科医院おおたかの森診療室(市野谷） ☎7197−3814

17 ひがしデンタルクリニック（市野谷） ☎7178−7888

18 おおたかの森レブン歯科
（市野谷） ☎7157−1348

19 吉田歯科（駒木） ☎7153−1854

20 流山おおたかの森
歯科矯正歯科（駒木） ☎7128−4108

21 みわのやま歯科（三輪野山）☎7136−7648
22 ファミリー歯科医院（西初石）☎7154−2024
23 かえで歯科クリニック（西初石）☎7156−1150
24 東風歯科おおたかの森

クリニック（西初石） ☎7111−2061
25 からさわ歯科（西初石） ☎7157−1302
26 松岡歯科医院（東初石） ☎7154−7293
27 さかい歯科医院（東初石） ☎7155−5082
28 平原歯科医院（東初石） ☎7156−1108
29 初石デンタルクリニック（東初石）☎7152−8140
30 おおたかの森歯科クリニック（東初石） ☎7178−3111

31 おおたかの森
ファミリー歯科医院（東初石）☎7128−8884

32 かきざわ歯科クリニック（野々下）☎7143−2232
33 菊池歯科医院（加） ☎7159−6862
34ハーモニーデンタルクリニック（加） ☎7157−8241
35 石田歯科医院（流山） ☎7159−7774
36 亀田歯科医院（流山） ☎7158−1025
37 中村歯科クリニック（流山） ☎7159−8182
38 あい歯科医院（流山） ☎7159−4712

39 すももデンタルクリニック（流山）☎7197−1847
40 にじいろ歯科クリニック（流山）☎7159−1818
41 小川歯科医院（平和台） ☎7159−1140
42 岡本歯科医院（平和台） ☎7158−8148
43 寺田歯科医院（南流山） ☎7159−7147
44 テックナカムラ歯科（南流山）☎7158−8611
45 ひやま歯科医院（南流山） ☎7159−9533
46 くるみ歯科医院（南流山） ☎7159−0963
47 南流山駅前歯科医院（南流山）☎7150−4118
48おおつか歯科クリニック（南流山）☎7158−8686
49 高田歯科医院（南流山） ☎7159−0020
50 斉藤歯科医院（南流山） ☎7159−8145
51 たちばな歯科医院（南流山）☎7158−2922
52みんなの歯科クリニック（南流山）☎7158−4480
53 鰭ヶ崎歯科（鰭ケ崎） ☎7159−6480
54 宮園歯科医院（宮園） ☎7150−1177
55 ゆき歯科クリニック（宮園） ☎7103−7379
56 とおる歯科あやの矯正歯科（前平井） ☎7157−1182
57 東葛歯科（前平井） ☎7159−6775
58 西平井デンタルクリニック

（西平井） ☎7157−0178
59 三須歯科医院（松ケ丘） ☎7144−1402
60 ほんじょう歯科医院（松ケ丘）☎7136−2856

※住所などは「保健だより」「医療マップ」｢市ホームページ
（ 1000676）」などでご確認ください。

長く自分の歯で噛むために　歯周病検診を受けましょう …
歯とは一生の
おつきあい

流山市歯科医師会専務理事
南流山駅前歯科医院院長・三木 哲さん

　よく噛むことは健康や子ども
の発育にとても良い影響があり
ます。歯周病やむし歯の予防
だけでなく、肥満やがんの予防
にもなるほか、幼児期によく噛
むことで言葉の発達を促すな
ど、さまざまな効果があります。よく噛むことに
悪いことは一切なく、良いことずくめなのです。
　噛むことに加えて、食事の後は必ず歯磨きをし
ましょう。特に大人の方は、歯周病予防の効果を
高めるため、歯ぐきをマッサージするように磨くこ
とをお勧めします。また、ご家庭での歯磨きだけ
でなく、半年から1年に1度は医療機関で検診を
受けてください。自分では取れない歯石の除去
や、むし歯の早期発見などには、プロによるチェッ
クが有効です。
　食べることは人生で最後まで残る楽しみです。
いつまでも自分の歯でおいしく食べるためにも、
よく噛み、よく磨き、歯を大切にしてください。
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　写真は西深井小学校の1年生クラス。給食のメニューに噛みごたえ
のある献立を採用したり、給食時によく噛んで食べるよう校内放送を
流すなど、日頃から「噛むこと」の大切さを子どもたちに伝えています。
　また、市内公立小・中学校では小学2・5年生へむし歯菌の活性度を調
べるRDテストや中学1年生へ歯周疾患テストなどを実施しているほか、
学校ごとに独自に子どもたちの歯と口の健康増進に取り組んでいま
す。毎年、市内の小・中学校から千葉県学校歯科保健優良校が選ばれ
表彰を受けており、過去には全国最優秀賞を受賞した学校もあります。

健康都市
宣言
のまち

　食べ物をよく噛むことで、だ液が口の中の汚れを洗い流して歯の
表面がきれいに保たれ、むし歯・歯周病などの予防につながります。
ほかにも、あごの筋肉が鍛えられる、胃や腸での消化・吸収を高め
る、食べ過ぎ防止になるなど、全身の健康に良い効果があります。
　市では、乳幼児を対象に「カムカムキッズ」「むし歯予防教室」
など（5面参照）を実施し、よく噛む習慣づけに取り組んでいま
す。また、ご家庭でも、食材の切り方などの調理方法を工夫す
ることで噛む回数を増やすことができます（右記参照）。
　なお、歯と口の状態や年齢などによって食材の最適な硬さは
異なります。詳細は保健センターにお問い合わせください。

「噛むこと」は健康への第一歩
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　このほかにも、味付けを薄味にしたり、1つの料理に軟
らかい食材と硬い食材を組み合わせたりすることで、素
材の味や口当たりの違いなどを感じ取ろうとして自然に
噛む回数が増えていきます。

栄養士&歯科衛生士オススメ!
噛みごたえのあるメニューにするひと工夫
例えば料理に野菜やお肉を使うとき…
・�野菜は、一口サイズよりも大きめにカット!
・�お肉は、ひき肉よりも赤身のかたまり肉をチョイス!

　歯と口の健康を保つためには、毎日の歯磨き
も重要です。食事の後は歯

し

垢
こ う

や食べかすなど
が歯に付いているので、すぐに歯磨きをする習
慣をつけましょう。特に、歯と歯が重なっている
ところや前歯の裏などは磨き残しやすいため、
意識して磨くことが大切です。
　市では、10人以上の団体を対象に、希望により
歯科衛生士による無料の出張歯磨き指導を行っ
ています。詳細は保健センターにお問い合わせ
ください。

食後の歯磨き習慣を!

食べたら
歯磨き！
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6月8日に発送します
平成30年度 個人住民税 の納税通知書

　平成30年度の個人住民税（市・県民税）の納税通知書を6月8日に発送し
ます。対象は、個人納付を行う方（普通徴収）や、公的年金から引き落とし（特
別徴収）される方です。
【公的年金からの特別徴収（引き落とし）】
　すでに公的年金からの特別徴収（引き落とし）となっている方は、前年の税
額を基に、４月・６月・８月支払い分の年金から仮徴収（特別徴収）し、１０月・１２
月・平成３１年２月支払い分の年金から、残りの税額の３分の１ずつを本徴収
（特別徴収）により納めていただきます。
【今年度から初めて特別徴収となる方】
　６５歳になった公的年金受給者（昭和２７年４月３日から昭和２８年４月２日に
生まれた方）で、介護保険料が年金から特別徴収され、なおかつ年額１８万円
以上の老齢基礎年金や退職年金を受給されている方が対象となります。
　対象となった方は、年税額の４分の１ずつを6月・８月に普通徴収（納付書や口
座振替）により納めていただき、残りの税額の３分の１ずつを１０月・１２月・平成３１
年２月支払い分の老齢基礎年金などから特別徴収により納めていただきます。
　また、６５歳未満（昭和２８年４月３日以降生まれ）の方で給与所得および年
金所得があり、税額が生じ、給与所得に係る税額を特別徴収されている方
は、原則として公的年金所得から生じる税額も給与所得に係る税額に加算
し、給与から特別徴収されます。
問市民税課☎7150－6073

審議会の委員を募集
　次の3つの審議会の委員を募集します。市では、審議会などの女性委員の割合を４割
以上とすることを目標としていますので、女性の積極的な応募をお待ちしています。

◆廃棄物対策審議会委員
　一般廃棄物の減量および適正な処理の推進に関する事項について審議を行い、市長
に答申または建議を行います。
▷応募資格＝次の要件を全て満たす方①市内在住・在勤・在学で応募日現在、満18歳以
上の方②市のほかの審議会などの委員を３つ以上委嘱されていない方③国や地方公共
団体の議員または職員でない方　▷活動内容＝年数回の会議など※平日の日中に開催…
▷募集人数＝5人　▷任期＝委嘱日から2年間（8月に委嘱予定）　▷報酬＝日額7,200円
（交通費含む）　▷応募方法＝クリーンセンターまたは市役所環境政策課で配布の応募用
紙（市ホームページからもダウンロード可）に必要事項を明記の上、「流山市の廃棄物行政
について思うこと」（自由様式、1,000字程度）を添えて、6月29日（必着）までに〠270－
0174流山市下花輪191クリーンセンターへ郵送、ファクス、メールまたは持参※応募書
類は返却しません。▷選考方法＝書類審査の上、面接※結果は応募者全員に通知。採
用者は市ホームページで公表
問クリーンセンター☎7157－7411FAX 7150－8070

seisou@city.nagareyama.chiba.jp　 1018399

◆総合計画審議会委員
　平成32年度から始まる次期総合計画の策定に当たり、市長の諮問に応じて審議を行
います。委員の方は会議の際に一時保育をご利用になれます。
▷応募資格＝次の要件を全て満たす方①市内在住・在勤・在学で満18歳以上の方②市のほ
かの審議会などの委員を委嘱されていない方③市税などの滞納がない方④月曜または金
曜の夜間に開催する会議に参加できる方　▷活動内容＝9～12月に開催される6回程度

の会議　▷募集人数＝5人　▷任期＝委嘱日から2年間（9月に委嘱予定）　▷報酬＝日額
7,200円（交通費含む）　▷応募方法＝市役所情報公開コーナー、生涯学習センター（流山
エルズ）、各公民館、各図書館で配布の応募用紙（市ホームページからもダウンロード可）に
必要事項を明記の上、「あなたが考える流山市の課題と解決策」（800字以内）を添えて6月
29日（必着）までに〠270－0192流山市役所企画政策課へ郵送、メールまたは持参※応
募書類は返却しません。▷選考方法＝書類審査の上、面接※結果は応募者全員に通知
問企画政策課☎7150－6064　 kikakukeiei@city.nagareyama.chiba.jp

1018350

◆男女共同参画審議会委員
　男女共同参画社会の形成に向けて、市民、企業、行政などが一体となって取り組むた
め、男女共同参画プランの推進、策定について意見をいただける方を募集します。委員
の方は会議の際に一時保育をご利用になれます。
▷応募資格＝次の要件を全て満たす方①市内在住・在勤・在学で18歳以上の方②市のほ
かの審議会などの委員を委嘱されていない方③委員を推薦している団体の関係者でな
い方④市税などの滞納がない方⑤平日に開催する会議に参加できる方　▷活動内容＝
年3回程度の会議　▷募集人数＝5人以内　▷任期＝委嘱日から2年間（8月に委嘱予定）…
▷報酬＝日額7,200円（交通費含む）　▷応募方法＝企画政策課で配布の応募用紙（市
ホームページからもダウンロード可）に必要事項を明記の上、「男女共同参画社会の形成
に向けて、あなたが考えること」をテーマにした論文（800字程度、任意書式）を添えて6月
29日（必着）までに〠270－0192流山市役所企画政策課へ郵送、メールまたは持参※応
募書類は返却しません。▷選考方法＝書類審査の上、面接※結果は応募者全員に通知
問企画政策課☎7150－6064

danjokyoudou@city.nagareyama.chiba.jp
1003424

6月15日・18日に発送します
　65歳以上の方（第1号被保険者）へ、平成30
年度介護保険料の納入通知書または決定通知
書を発送します。
　普通徴収（銀行などの窓口や口座振替で支払
い）の方には「介護保険料納入通知書」を6月15
日に、特別徴収（年金からの引き落とし）の方に
は、「介護保険料額決定通知書」を6月18日にそ
れぞれ発送します。
【普通徴収に該当する方】
　年金が年額18万円未満の方など特別徴収以
外の方が該当します。「介護保険料納入通知書」
に記載の金融機関、コンビニエンスストアなどで
納付してください。
【特別徴収に該当する方】
　老齢・退職・障害・遺族年金のいずれかが、年
額18万円以上の方が該当します。年金から介
護保険料が差し引かれますので、金額は「介護
保険料額決定通知書」でご確認ください（年額
18万円以上受給している方でも、普通徴収の対
象となる場合があります）。

【特別徴収・普通徴収併用の方】
　年度の途中（8月または10月）から特別徴収が
開始される方には、「介護保険料納入通知書兼
特別徴収開始通知書」を送付します。特別徴収
が開始されるまでは、納入通知書で納付してく
ださい。

　65歳以上の第1号被保険者の介護保険料は、
3年に1度見直されます。見直しの結果、第7期
（平成30～32年度）の介護保険料の基準月額は
第6期から300円増加の5,280円になりました。
　これは、要介護認定者の増加に伴う介護サー
ビス利用量の増加や、特別養護老人ホームなど
の施設サービスの充実による介護保険サービス
などの費用の増加によるものです。
　介護保険は、社会全体で介護の負担を支え合
い、誰もが安心して介護サービスを受けられる
ようにするための大事な制度です。ご理解・ご
協力をお願いします。
問介護支援課☎7150－6531　 1000797

平成30年度 介護保険料 の納入通知書

介護保険料を改定しました

市議会が6月7日から開会 平成30年市議会第2回定例会が6月7日㈭13時から開会される予定です。問総務課☎7150－6067

【流山市国民健康保険に加入している方全員が65歳以上74歳以下の世帯】
　原則として世帯主の年金から特別徴収されます。ただし、次のいずれかに該当する場
合は特別徴収になりません。
①世帯主が年度途中で75歳になり後期高齢者医療制度に移行する場合
②世帯主が国民健康保険加入者でない場合
③特別徴収の対象となる年金が年額18万円未満の場合
④口座振替で納付している場合（口座振替に切り替える場合）
⑤介護保険料と国民健康保険料の合計額が特別徴収の対象となる年金額の2分の1を
超える場合
⑥介護保険料が特別徴収にならない場合
【今年度から特別徴収に該当する世帯】
　1期～4期を納付書で納付し、10月から特別徴収になります。なお、6月の通知後に特
別徴収に該当しない事由が発生した場合や保険料額に変更があった場合は、改めて納付
書を送付します。また、年度途中で世帯主が75歳になり後期高齢者医療制度に移行す
る場合など、年度当初から特別徴収に該当しないと判明している場合は、当初から納付
書での納付となります。

　普通徴収の方は口座振替での納付が原則です。納入通知書にある「預貯金口座振替
依頼書」を市役所保険年金課に郵送していただくことで口座振替の手続きができます（申
し込みから開始まで約２カ月かかります）。
　なお、特別徴収の対象世帯でも口座振替へ変更できます。

　各区分（別表1参照）の合計額です。

　国民健康保険料の均等割と平等割の５割軽減・２割軽減の基準額が引き上げられました
（別表2参照）。軽減判定は前年の所得で行われるため、所得がない場合でも所得の申告
が必要です。

　就職などにより社会保険に加入された方は、国民健康保険喪失の手続きを行ってくだ
さい。国民健康保険は、加入者の皆さんの保険料で運営されています。健全な運営に
ご理解・ご協力をお願いします。
問保険年金課☎7150－6077

特別徴収（年金からの引き落とし）

口座振替が原則です

平成30年度の国民健康保険料（年額）

低所得者の保険料の軽減を拡大

健康保険の重複加入にご注意ください

平成30年度 国民健康保険料 の納入通知書・決定通知書　6月14日に発送します

種類 区分 料率・金額

医療分（限度額58万円）
所得割 7.3%
均等割 19,200円
平等割 15,600円

後期高齢者医療支援金分（限度額19万円） 所得割 2.2%
均等割 5,500円

介護分（限度額16万円）
※40歳以上65歳未満の方が対象

所得割 1.6%
均等割 12,600円

別表1

※国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、移行後も継続して国保上の同一世帯に属する方

別表2 軽減の種類 軽減判定基準額
7割軽減 基準額33万円以下
5割軽減 基準額33万円＋（27.5万円×（被保険者数＋旧国保被保険者数※））以下
2割軽減 基準額33万円＋（50万円×（被保険者数＋旧国保被保険者数※））以下
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（仮称）流山市広告物条例（素案）、
流山市景観条例の一部を改正する条例（案）にご意見を

工事完了後3カ月以内に申告を

　平成３０年度の住宅用省エネルギー設備、
集合住宅・事業所用太陽光発電設備への補
助金申請を本日６月１日から受け付けます。
交付には要件がありますので、市ホームペー
ジをご覧になるか、お問い合わせください。
なお、予算に限りがありますので、設備設置
後お早めに申請してください。

▷受付期間＝太陽光発電設備、電気自動車充
給電設備は平成31年3月29日まで。その
他の設備は平成31年3月8日まで　
申平成３０年度用の申請書（市ホームページか
らダウンロード可）に必要書類を添付の上、市
役所環境政策課へ提出
問環境政策課☎7150－6083

パブリックコメントを実施

太陽光発電設備などに補助金

設備の種類 補助金の上限額 ページID

太陽光
発電設備

既存住宅 2.5万円/ｋW（上限10万円）
※HEMS併設で２万円上乗せ

1002600

新築住宅 1.5万円/ｋW（上限６万円）
※HEMS併設で１万円上乗せ

家庭用燃料電池システム（エネファーム） 8万円
定置用リチウムイオン蓄電システム 10万円

太陽熱利用システム ５万円電気自動車充給電設備
太陽光発電設備（集合住宅・事業所） 2.5万円/ｋW（上限30万円） 1002601

耐震改修
1000496

バリアフリー改修
1000497

省エネ改修
1000498

工事
内容

基礎・土台・壁・
梁
はり

・柱などの現
行耐震基準に
適合した耐震改
修工事

廊下の拡幅、階段勾配の緩和、浴
室・トイレの改良、手すりの取り付
け、床の段差解消、引き戸への取
り替え、床表面の滑り止め改修工事

窓の改修工事（二重サッシ・複層ガ
ラス化など）、窓の改修（必須）と併
せて行う床・天井・壁の断熱改修工
事

要件

・�昭和57年1月1
日以前から所
在している住
宅
・�平成32年3月
31日までに工
事が完了
・�耐震改修費用
が50万円超

・�新築された日から10年以上を経
過した住宅
・�平成32年3月31日までに工事が
完了
・�住宅耐震改修軽減が適用されて
いない
・�以前に本減額の適用を受けてい
ない
・�住宅の床面積が50㎡以上280㎡
以下
・賃貸住宅でない
・�改修補助金を除く自己負担費用
が50万円超
・�65歳以上の方、要介護・要支援認
定の方または障害者の方のいず
れかが居住する住宅

・�平成20年1月1日以前から所在し
ている住宅
・�平成32年3月31日までに工事が
完了
・�以前に本減額の適用を受けて
いない
・�住宅の床面積が50㎡以上280㎡
以下
・賃貸住宅でない
・�改修補助金などを除く自己負担
額が50万円超
・�新築住宅、耐震住宅に対する減
額適用期間でない
・�居住部分の床面積が、総床面積
の2分の1以上

減額
範囲

1戸当たりの床
面積120㎡相当
部分の固定資
産税額の2分の1
（長期優良住宅
の認定を受けた
改修の場合は3
分の2）

1戸当たりの床面積100㎡相当部
分の固定資産税額の3分の1

1戸当たりの床面積120㎡相当部
分の固定資産税額の3分の1（長
期優良住宅の認定を受けた改修
の場合は3分の2）

減額
期間 工事完了の翌年度分

添付
書類

・�現行耐震基準
に適合した住
宅であること
の証明書
・�工事箇所の写
真
・領収書
・工事内訳書
・�認定長期優良
住宅の証明書
（認定を受けた
改修の場合）

・�要介護・要支援認定書または障害
者手帳または65歳以上の方の住
民票
・工事前後の写真
・領収書
・工事内訳書
・改修補助額の分かる書類

・�現行省エネ基準に適合した改
修工事が行われたことの証明書
・工事箇所の写真
・領収書
・工事内訳書
・�認定長期優良住宅の証明書（認
定を受けた改修の場合）

　来年4月にオープンを予定している
おおたかの森ホールに、企業名などを冠
した新名称を付けることができるネーミ
ングライツ・パートナーを募集します。
　ネーミングライツ料金や応募資格、応
募方法など詳細は、市ホームページを
ご覧ください。
問生涯学習課☎7150－6106

1018303

　ふるさと納税していただいた善意に対する感謝の気持ち
と、市のPRを目的に返礼品を贈呈しています。
　本日6月1日から、市内に本社と生産工場があるアイオ
ニック株式会社のイオン×音波振動の電動歯ブラシ「KISS…
YOU®…IONPAシリーズ」を返礼品に追加します。この電動
歯ブラシは、マイナスイオンと音波振動の相乗効果で歯

し

垢
こ う

を除去するもので、東京医科歯科大学との共同研究では、
手磨きと比べて196%の歯垢除去率向上が確認されていま
す。
　皆さんのお口だけでなく全身の健康に貢献したいという
思いが込められた歯ブラシです。
【寄附額5,000円以上】
　携帯型電動歯ブラシ「KISS…YOU®…IONPA」1本、替えブ
ラシ1セット(2本入り)

【寄附額1万円以上】
　自宅用電動歯ブラシ「KISS…YOU®…IONPA……home」…
1本、替えブラシ2セット(1セットにつき2本入り)
◆寄附の受け入れ先
　寄附の受け入れ先や手続
き方法など詳細は、市ホー
ムページ（ 1008417 ）を
ご覧ください。
◆インターネットからもふる
さと納税できます
　詳細は、「ふるさとチョイ
ス　流山」で検索してくださ
い。
問商工振興課
☎7150－6085

　別表の要件に適合する住宅の改修を行った場合、固定資産税が減額されます。
いずれも工事完了後３カ月以内の申告が必要です。

問資産税課☎7150－6074

　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、6月8日までに市役所
市民課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が、電子証明
書のパスワードのロック解除と再設定
のみ受け付けます。
日6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
1003848

　3月19日にオオタカを市の鳥に制定したことにち
なみ、6月の環境月間に合わせ、オオタカの生態や生
息状況などを展示します。また、全問正解するとオオ
タカの缶バッジがもらえるオオタカクイズ（先着150
個、小学生以下対象）のほか、市の鳥制定を記念して
作成されたマンホール蓋

ふ た

や、市の自然環境について
の展示も行います。
日6月17日㈰11時～15時
所日曜情報セン
ター（おおたかの
森出張所）　
費無料　
申不要
問環境政策課
☎7150－6083

1017437

おおたかの森ホールの
ネーミングライツ・
パートナーを募集

本日からイオン×音波振動の電動歯ブラシ
「K

キ ス

ISS Y
ユ ー

OU® I
イ オ ン パ

ONPAシリーズ」を追加

住宅の改修による固定資産税の減額

マイナンバーカードの日曜交付「ながぽん」
7周年記念キャンペーン

オオタカパネル展を開催

来年４月にオープン予定

お子さん向けオオタカクイズも
ふるさと納税していただいた方への返礼品

電話での事前受け付けにご協力を
ポイントを貯

た

めてお得に利用しよう!

本日から受け付け

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

　現在、「千葉県屋外広告物条例」および「流山
市景観条例・流山市景観計画」に基づき、広告
物を表示・掲出する物件の設置の規制・誘導を
行っていますが、区域の分類や手続きなどで
異なる部分があることから、基準や手続きを一
本化するため、新たに「（仮称）流山市広告物条
例」を制定します。
▷募集期間＝6月4日～7月3日（必着）　
▷対象＝市内在住・在勤・在学の方　
▷素案の閲覧場所＝市ホームページ、市役所
都市計画課、市役所情報公開コーナー、各出
張所、各公民館、おおたかの森センター、各図
書館、生涯学習センター（流山エルズ）　
▷意見の提出方法＝所定の様式（市ホーム

ページからダウンロード可）に意見、住所、氏
名、電話番号を明記の上、〠270－0192流
山市役所都市計画課へ郵送、ファクス、メー
ルまたは持参
【意見交換会を開催】
日6月22日㈮18時30分～20時、6月23日
㈯10時～11時30分
所市役所第2庁舎303・304会議室
問都市計画課☎7150－6087
FAX 7159－0954

toshikei@city.nagareyama.chiba.jp
1008474

パブリックコメント制度について…
コミュニティ課☎7150－6076

工業統計調査の
インターネット回答は6月7日まで

製造業を営む事業所を対象に国が実施する工業統計調査のインターネット回答期間は6月7日までです。なお、期日以降はインター
ネットによる回答ができなくなるため、調査員が紙の調査票を回収に伺います。問企画政策課☎7150－6064　 1008432

　交換できる商品の内容など詳細は、お問い合わ
せください。
日6月24日㈰10時～13時　所アンテナショップ
流山ふるさと館(江戸川台)、流山商工会議所(流
山)、バーバークボ（松ケ丘）
問流山商業協同組合（流山商工会議所内）
☎7158－6111

第1弾【ポイント倍セール】

第2弾【ポイント交換会】

　市内加盟店で買い物をするとポイントが貯まる
「ながぽん」の７周年記念キャンペーンを実施します。

▷ポイント倍期間＝6月22日㈮～24日㈰※３日間…
所各加盟店（一部実施しない店舗もあります）

KISS YOU®

IONPA市内で撮影されたオオタカ
KISS YOU®

IONPA home
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私の中の働き方改革講座
（千葉県男女共同参画センター主催）

日6月30日㈯13時～16時　所千葉県男女共同参画センター（千葉市）　講オフィスA
ア ク ア

QUA代表・小野久美子さ
ん　ほか　対女性の方　定50人（先着順）　費無料　申電話　問同センター☎043－252－8036（月曜休館）

おもちゃ病院
　おもちゃドクターが壊れたおもちゃを無料で修理
します（材料代かかる場合あり）。申し込み不要です。
※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。
◆森の図書館
日6月9日㈯13時～15時30分
問森の図書館☎7152－3200
◆クリーンセンター
日6月10日㈰13時～15時30分、6月23日㈯9
時～11時30分
問クリーンセンター☎7157－7411

東部公民館の七夕まつり
　願いを込めた短冊を竹と笹に飾りましょう。飾っ
てくれたお子さんにはコンペイトーをプレゼント（先
着順）。七夕の星座図や七夕伝説の展示もあります。
日6月23日㈯～7月7日㈯9時～17時
所東部公民館　費無料　申不要
問東部公民館☎7144－2988

博物館こども教室　茶道教室
　流山市茶道親和会の方からお茶とお菓子のいた
だき方を学び、和の心に触れてみませんか。
日6月23日㈯13時30分～15時30分
所一茶双樹記念館　対小・中学生とその保護者
定20人（先着順）　費無料　持白い靴下
申6月2日から博物館に電話
問博物館☎7159－3434　 1018082

あかちゃんごろーんあーと撮影会
お子さんの写真をかわいいアートに
　赤ちゃんに背景や小物をつけて撮影!…ミニアル
バムやインスタント写真などをプレゼントします。
お持ちのカメラでも自由に撮影できます。
日7月8日㈰9時～11時30分（30分ごとに5回実
施）　所森の図書館
対3カ月～2歳のお子さんとその保護者
定各2組（先着順）　費各1,000円
申6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　 1018045

問各児童館・児童センター　 1001236

会場 日程 催し物
駒木台児童館
☎7154−4821

14日㈭～16日㈯ 父の日のプレゼント作り
30日㈯ パパとあそぼう（幼稚園児～小学校低学年）

江戸川台児童センター
☎7154−3015

9日㈯ パパとあそぼう（幼児向け）
21日㈭ ドッジボール大会
29日㈮ おもちゃ病院

赤城児童センター
☎7158−4545

4日㈪ ピッグ10大会
13日㈬ おもちゃ病院
21日㈭ ボンバー大会

十太夫児童センター
☎7154−5254

11日㈪～16日㈯ 父の日のプレゼント作り※14日を除く
25日㈪ ママとベビーの体操（０歳児向け）※定員20組

野々下児童センター
☎7145−9500

16日㈯ マンカラ大会
20日㈬ 親子ヨガ（０歳児以上）※定員15組

思井児童センター
☎7159−5666

16日㈯ 卓球教室
21日㈭ 卓球大会
23日㈯ おもいっきりチャレンジ

向小金児童センター
☎7173−9320

9日㈯ ザ・チャレンジ
16日㈯ ウノ大会

●なかよしひろば… 日20日㈬　内手遊び、絵本読み聞かせ、親子ヨガ
… 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時まで和室を開放
… 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20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

●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㈫10時～11時30分※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。
… お楽しみ会は「あっぷる隊

ぱい

サ゚ックスアンサンブル」…
… 日16日㈯10時～11時30分　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。ミニイベント

は和太鼓コンサート。おもちゃ病院もあり
… 日21日㈭10時～11時　所南流山センター

費無料　申不要　問文化会館☎7158－3462　 1001275

乳幼児をもつ方の交流の場 （6月）

児童館・児童センター　6月の催し物

パパママのための
赤十字救急法スクール

私立幼稚園就園奨励費を支給

7月2日までに現況届の提出を
特別支援学級・通級指導教室の合同説明会

　私立幼稚園に通うお子さんの保護者を対象
に就園奨励費を支給しています。なお、子ど
も・子育て支援新制度に移行した私立幼稚園
に通園しているお子さんは対象となりません。
対市内在住（住民基本台帳に登録）で、私立幼
稚園に在園している満3～5歳児の保護者
▷支給額＝市民税の課税状況などにより支給
額が異なります。
申各私立幼稚園から配布される書類に必要事
項を明記の上、在園している私立幼稚園に提
出
問保育課☎7150－6124　 1016314

　児童手当を受給している方に、６月初旬に現況届の書類を発送する予定で
す。期限までに提出してください。提出がないと、６月分以降の手当が受けら
れなくなります。
▷提出方法＝返信用封筒に必要書類を添えて、７月２日（消印有効）までに郵送ま
たは市役所子ども家庭課へ持参（土・日曜を除く）※出張所への提出はできませ
ん。
【児童手当の申し込み】
　中学生以下のお子さんを養育している方に、児童手当を支給しています。支
給は、原則として申請した翌月からとなりますので、新たにお子さんが生まれた
方や、市内に転入し前住所地で児童手当を受給していた方は、出生日・異動日
の翌日から１５日以内に忘れずに手続きをお願いします。公務員の方は、勤務
先からの支給となります。現在、市から児童手当を受給している方で、新たに
公務員になった方や、公務員から民間企業（独立行政法人、国立大学法人を含
む）へ転職した方などは、同じく異動日の翌日から１５日以内に手続きをお願い
します。
問子ども家庭課☎７１５０－６０８２　 1001252

　特別支援学級と通級指導教室へお子さんの
就学を希望する保護者の方を対象に、説明会
を行います。お子さんに適した就学の参考に
してください。希望者は、実施日（別表参照）の
3日前までに市役所指導課へ電話でお申し込

みください。なお、説明会への参加は、お住ま
いの地区の学区内の学校に限らせていただき
ます（通級指導教室を除く）。
問指導課☎7150－6105

　幼児心肺蘇生法や誤飲事故の対処法などを、
実技を通して学びます。
日6月24日㈰13時30分～15時30分　所文化
会館　 定20人（先着順）　 費100円（保険代）…
申ハガキに「パパママ救急法スクール」、住所、参加
者全員の氏名、電話番号を明記の上、〠270－
0192流山市役所社会福祉課へ郵送、ファクスまた
はメール※未就学児の一時保育あり（お子さんの
氏名・年齢を明記の上、6月8日までに要申し込み）
問社会福祉課☎7150－6079
FAX 7158－2727

shakaifukushi@city.nagareyama.chiba.jp

ワタシのカラダとココロは自分で守る!

赤ちゃんといっしょ（全3回）
　ベビーマッサージやママの身体のケア、赤ちゃんの
食事などについて学びます。
日７月２日㈪・９日㈪・１９日㈭10時～11時30分（19日は
12時まで）　所初石公民館　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、6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☎7158－3462
FAX 7158－3442　 1014850

子育てママのセミナー

いざというときにお子さんを救えるように

お子さんが私立幼稚園に通園している方へ

児童手当を受給している方へ

お子さんの就学を希望する方へ

　いざという時に自分の身を守るため、講義と実技を通して、危険
から逃れる技を学びます。親子での参加も歓迎です。　
日①７月７日㈯②7月14日㈯いずれも10時～12時　所生涯学習センター

（流山エルズ）　講W
ウ エ ン

ENー…D
ド ー

Oインストラクター・リアライズYOKOHAMA
代表・橋本明子さん　内①WEN－DOとは?…なぜ女性のための護身術
か?（講義・実技）②加害者に対処する技を学ぶ（実技中心）　対小学4年生
以上の女性　定20人（先着順）※2回とも参加できる方を優先　費無料…
持汗拭きタオル、飲み物、動きやすい靴や服装（スカートは不可）　申電子
申請または講座申込専用電話（☎080－5494－2323）へ※1歳～就学
前児の一時保育あり。先着10人、6月29日までに要申し込み（保育カー
ド送付のためPCメールアドレスまたは住所が必要）
問企画政策課☎7150－6064　 1003430

女性と子どものための護身術（全2回）

学校名 期日 時間
※1時間程度

特別支援学
級の内容

通級指導教
室の内容

流山小 7月12日㈭ 9時30分～ 知的・情緒 ことば八木南小 7月��6日㈮ 9時30分～ 知的
八木北小 7月��3日㈫ 9時30分～

知的・情緒 ー新川小 7月��2日㈪ 14時45分～
東小 7月18日㈬ 15時～

江戸川台小 7月10日㈫ 9時30分～ 知的 ことば東深井小 7月��5日㈭ 9時30分～ 知的・情緒
鰭ヶ崎小 7月��3日㈫ 9時30分～

知的 ー向小金小 6月11日㈪ 15時～
西初石小 6月26日㈫ 9時30分～
小山小 7月19日㈭ 9時30分～ ことば
長崎小 6月��8日㈮ 9時～ 知的・情緒 �ー流山北小 7月10日㈫ 9時30分～

学校名 期日 時間
※1時間程度

特別支援学
級の内容

通級指導教
室の内容

西深井小 7月��2日㈪ 9時30分～ 知的 LA・ADHDなど
南流山小 6月28日㈭ 9時30分～ 知的・情緒 ー
おおたかの森小 7月��9日㈪ 9時30分～ 知的・難聴 ことば・難聴
南部中 7月��4日㈬ 9時30分～ 知的・情緒

ー常盤松中 7月��4日㈬ 9時30分～
北部中 7月��6日㈮ 9時30分～

知的

東部中 7月��6日㈮ 13時～
東深井中 7月11日㈬ 9時30分～ 情緒
八木中 6月25日㈪ 9時30分～

ー南流山中 7月11日㈬ 9時30分～
西初石中 7月��6日㈮ 15時～
おおたかの森中 7月13日㈮ 14時～

特別支援学級・通級指導教室合同説明会

　イクメンコンサルタント協会代表理事・秋山剛さんを
講師に招き、チーム育児の大切さをパパとママに分かれ
て学びます。ミニ美ヨガ付きのおしゃべり会もあります。
日 6月17日㈰9時45分～12時15分　所十太夫福祉会館…
対ハイハイ前までの赤ちゃん連れまたは妊娠期の夫婦…
定10組（多数抽選）　費900円（資料代含む）　持飲み物、
筆記用具、動きやすい服装、お子さんのおもちゃとケア
グッズ　申氏名、お子さんの氏名・月齢または出産予定
日・第何子か、電話番号を明記の上、6月15日までにメール
問事務局 biyoga8@gmail.com

市民活動
公益事業
便　り

子育てを孤
こ

育てにしない事業
これで解決♪妊娠＆産後ママの変化と

今、パパママにできること♪
（赤ちゃんと一緒に流山de美ヨガ＆ダンス♪主催）
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献血にご協力を
日6月21日 ㈭10時 ～11時45分、
13時～16時　所市役所
▷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

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)
日①6月13日㈬②6月25日㈪いずれ
も13時30分～15時
所①南流山センター②キッコーマン…
アリーナ
対市内在住・在勤・在学の方
定各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

これから始める老い支度講座　
これだけは知っておきたいー我が家
の相続
　相続は誰にでも降りかかる問題で
す。相続を争族にしないために、今
のうちから考えてみませんか。
日6月25日㈪13時30分～15時
所南福祉会館　講老いじたくあんし
んねっと・上平慶一さん
対市内在住・在勤・在学の方
定30人（先着順）
費無料　申6月2日9時から電話ま
たは直接窓口へ
問南福祉会館☎7155－3160

1017737

介護予防教室を開催（全5回）
元気なうちから介護予防
　年齢を重ねても元気で暮らし続け
る方法を楽しく学びませんか。
日7月4日㈬・12日㈭・19日㈭・26日…

㈭、8月1日㈬14時～15時30分
所東部公民館
内ながいき100歳体操、口

こ う く う

腔・栄養・物
忘れ予防についての講話
対全日程に参加可能な市内在住の
65歳以上の方
定25人（先着順）
費無料
申東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☎7148－5665

認知症の方を支える家族の会
（コスモスの会）
　日頃の介護の悩みや不安などを、
「認知症の人と家族の会千葉県支部」
の方や、高齢者なんでも相談室（地域
包括支援センター）職員、市職員など
を交えて自由に話しましょう。
日7月9日㈪10時～11時30分
所市役所　費無料
申市役所介護支援課に電話
問介護支援課☎7150－6531

1000830

健康・福祉イベント

開催教室 日程 開催場所 備考

ハローベイビー 12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。7月分の予約も受け付け中�
(①7月9日㈪②7月20日㈮③7月28日㈯)

22日㈮ 保健センター
（9時45分～10時受付）

29日㈮ 保健センター
（13時15分～13時30分受付）

育児相談 13日㈬ 東部公民館（9時45分～10時15分受付） 母子健康手帳を持参。今月の保健センターは�
1歳以上の乳幼児対象(その兄弟も相談可)21日㈭ 保健センター（9時45分～10時15分受付）

もぐもぐ教室
（予約制）

20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、
スプーンを持参26日㈫ 東部公民館

28日㈭ 南流山センター

カムカムキッズ
（予約制）

15日㈮ 保健センター 平成29年6月～7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㈮ 南流山センター

むし歯予防教室
（予約制）

1回目11日㈪・2回目19
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 市内契約医療機関 平成30年3月生まれの乳児対象
②1歳6カ月児…1日㈮・
4日㈪ 保健センター（13時～14時受付） 平成28年11月生まれの幼児対象

③3歳児…5日㈫・6日㈬ 保健センター（13時～14時受付） 平成27年2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

※予約制。相談内容など、詳細はお問い合わせください。

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　 10006466月

【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防災課（☎7158－0151）へお問
い合わせください。
問保健センター☎7154－0331FAX7155－5949　 1000757

平日夜間·休日　救急医療
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。

　動物は命あるものです。人と動物との共生のた
め、動物を飼う際は次のポイントに注意しましょう。
　また、動物愛護センター東葛飾支所では、「犬の正
しい飼い方・しつけ方教室」を定期的に開催しています
（6面参照）。
【動物の飼い方のポイント】
◦適正に飼えない動物を増やさないため、不妊去勢
手術をする　◦迷子札やマイクロチップをつけ、飼い
主を明らかにする　◦糞

ふ ん

尿
にょう

は責任を持って処理する…
◦災害時に同行避難ができるよう準備する　◦猫は
屋内で飼う　ほか
問松戸健康福祉センター☎047－361－2139
動物愛護センター東葛飾支所☎7191－0050

▷受付期間＝6月1日～7月31日の平日9時～16時※国
民健康保険組合加入、住民税非課税のいずれかに該当す
る方または保険の変更があった方は6月29日まで
▷受付場所＝松戸健康福祉センター（松戸保健所）
対小児慢性特定疾病医療受給者
問同センター地域保健課☎047－361－2138

　6月15日から、市内契約医療機関で特定健康診査など
を実施します。健診内容は、問診・診察・身体計測・血圧測
定・血液検査・尿検査などです。結果によっては、生活習
慣病予防のための保健指導を無料で受けられます。
　対象者には個別に通知します。6月15日までに通知が
届かない場合はご連絡ください。
▷実施期間＝6月15日～8月31日※医療機関の休診日を
除く

【同時健診（充実事業）】
　特定健康診査および健康診査の検査項目に含まれて
いない項目を、同時健診（充実事業）として特定健康診査
と同時に実施します。
▷検査項目＝血液検査による腎機能検査、貧血検査、心電
図検査（注）
注：現在、高血圧・高血糖・脂質異常症の服薬治療をしてい
ない方で、医師が心電図検査を必要と認めた方が対象
【まだ間に合う!�胃がん検診は6月28日まで】
　受診を希望される方は、申し込みの上、受診票の交付
後に受診してください。申し込み方法など詳細は、お問
い合わせください。
問保健センター☎7154－0331　

　市内38園の私立保育園で構成する「流山市民間保育所協
議会」では、過去に保育士として働いていて再度働きたい方
や、来春に保育士資格を取得見込みの方を対象に、就職に役
立つ研修や実技講習を行います。また、各園のブースに分
かれて保育園の魅力の紹介や就職説明会なども行います。
ぜひ、お気軽にご参加ください。
日７月７日㈯10時～12時30分
所生涯学習センター（流山エルズ）
対保育士資格をお持ちの方または取得見込みの方
費無料　申不要
問けやきの森保育園おおたかの森第二☎7197－1880
南流山ちとせ保育園☎7157－6002（いずれも平日10時～
16時）　 1001181

　市長が市民の皆さんと一緒に流山の将来について語り合う、タウン
ミーティングを開催します。市民の方であればどなたでも参加できます。
　各会場では、手話通訳（申し込み不要）や保育ボランティアによる一時
保育（2歳～就学前児対象。6月27日17時までに市役所秘書広報課へ
要申し込み）をご利用になれます。また、車いすでお越しの方や小さいお
子さんをお連れの方のための優先スペースもありますので、お気軽にお
越しください。
問秘書広報課☎7150－6063FAX 7150－0111　 1003441

 松戸健康福祉センター（松戸保健所）各種無料相談

6月は「動物の正しい
飼い方推進月間」
人と動物との共生のために

小児慢性特定疾病医療費
助成制度の更新申請手続き

期限内に申請を

6月15日から特定健康診査
年に１度は体のメンテナンスを

市内の私立保育園で資格を活
い

かしませんか？

潜在保育士研修を開催

タウンミーティングを開催
7月1日・8日の2日間４会場で

事業名 実施日（6月） 時　間 問・予約
不妊相談 電話（予約不要） 12日㈫ 9時～11時30分

☎047ー361ー2138
来所 12日㈫ 13時30分～15時

思春期相談 26日㈫ 13時30分～15時30分
精神保健福祉相談 7日㈭・18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
※1週間前から受付夜間検査 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
FAX 047ー367ー7554来所

開催日 時間 場所

7月1日㈰
10時～11時30分 森の図書館

13時30分～15時 東部公民館

7月8日㈰
10時～11時30分 おおたかの森センター

13時30分～15時 南流山センター

健康診査
の種類

対象者
※年齢は平成31年3月31日時点 申し込み

特定健康
診査

①平成30年4月1日以前から流山市国民
健康保険に継続して加入している40歳
以上75歳未満の方（※1）
②平成30年4月2日以降に流山市国民健
康保険に加入した40歳以上75歳未満の
方

①不要（※2）
②必要（※3）

健康診査 千葉県後期高齢者医療制度加入者（※1）
不要（※2）転入さ
れた方で受診希
望の方はお問い
合わせください。

健康診査
（市独自健診）

平成30年4月2日以降に流山市国民健康
保険から社会保険に加入した40歳以上
の方で、健診の機会のない方

必要（※3）

健康増進
法に基づく
健康診査

40歳以上の方で、国民健康保険・社会
保険などに加入していない方（生活保
護受給者など）

必要（※3）

肝炎ウイ
ルス検診

①40歳以上5歳刻みの方で過去に肝炎
ウイルス検診を受診していない方
②上記以外の40歳以上の方で、過去に
肝炎ウイルス検診を受診したことがない
方

①不要（※2）
②必要（※3）

※1　平成30年度に人間ドック・脳ドックを受診または受診予定の方は除く
※2　6月10日ごろに受診券を送付
※3　保健センターへ連絡の上、申し込み

東京理科大学セミナーハウスの講座
健康寿命を延ばすためのひと工夫－運動処方－

日6月30日㈯13時30分～15時　所東京理科大学セミナーハウス（野田市）　定150人（先着順）
費無料　申電話　問同大学セミナーハウス☎7121－3693
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4日間で創業計画書を作る創業スクールと
無料個別相談会（千葉県信用保証協会主催）

日7月7日・14日・21日・28日の土曜10時～16時　所松戸市勤労会館　講中小企業診断士　対創業予定の
方または創業間もない方　定30人（先着順）　費無料　申同協会に電話　問同協会☎043－311－5001

★「日中韓」国画・書法展覧会

　日本、中国、韓国それぞれの絵と書を展
示します。
日6月23日㈯～28日㈭10時～18時（23
日は14時から）
所生涯学習センター(流山エルズ)
費無料
問生涯学習センター(流山エルズ)
☎7150－7474

縦覧 どなたでもご覧になれます

★景観計画の変更の案

日6月4日㈪～18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、6月
18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

求人
★児童発達支援センターの臨時職員

①言語聴覚士※要言語聴覚士資格
▷勤務日時＝週1～5日9時～16時※平日
のみ　▷日給＝1万8,000円（交通費含む）
②心理士
※要臨床発達心理士・臨床心理士資格
▷勤務日時＝週3日9時～16時※平日の
み　▷日給＝2万1,000円（交通費含む）
③保育士または児童指導員
※要保育士・児童指導員資格
▷勤務日時＝平日8時30分～17時
▷月給＝18万9,900円（交通費別途。社
会保険、賞与あり）
【共通事項】
▷勤務場所＝児童発達支援センター
※応募方法など詳細は、お問い合わせくだ
さい。
問児童発達支援センター☎7154－4822

その他
★消防団の夏季訓練

　市消防団は市内に23個分団あり、毎年
約200人の団員が夏季訓練に参加してい
ます。今年は基本動作である規律訓練と、
災害出動を想定した無線運用訓練を実施
します。6月23日に市川市で開催される
東葛飾支部消防操法大会に出場する分団

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シャンソンパサージュ 6月21日㈭ 10時～11時30分 1,500円
②ビーズで作るオリジ
ナルジュエリー 6月6日㈬ ❶10時～12時

❷13時～15時
1回1,200円
(材料代別途）

③手作りお菓子教室
6月5日㈫:マドレーヌ
6月7日㈭:オレンジのババロアケーキ
6月19日㈫:黄桃のタルト
6月21日㈭:ドライいちじくのクグロフ

10時～12時
各1,800円

（材料代含む）
持エプロン、三角巾、
持ち帰り用の容器

申 問生涯学習センター（流山エルズ）☎7150－7474

による消防操法の披露もあります。
日6月3日㈰9時～12時
所ほっとプラザ下花輪（下花輪福祉会館）
およびクリーンセンター　費無料
問消防総務課☎7158－0299

★利根運河交流館のイベント

①うんがいい!�マルクト　
　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。
日6月8日㈮10時～17時
②有吉かつこアコースティックライブ＠運河駅
日6月13日㈬13時30分～14時30分、
15時～16時
③「利根運河の日」山本鉱太郎さんと川を
語る
　6月18日に竣工128年を迎える利根運
河。「新・利根川図志」「江戸川図志」など
河川に関する著作を多数出版されている
山本鉱太郎さんのお話を聞き、利根運河
の未来を語りましょう。
日6月17日㈰13時30分～15時
【共通事項】
所運河駅ギャラリー（運河駅自由通路）　
費②③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6月20日㈬13時～14時30分　
講音楽講師・比嘉りとさん…
②映画のひろば「ショーシャンクの空に」
　長年ショーシャンク刑務所に入所してい
る囚人・レッドと無実の罪で収監されたア
ンディの友情を軸に、アンディが巻き起こ
す数々の奇跡を描いた作品です。
日6月20日㈬15時～17時
③みんなでリフレッシュ
　歌と軽い体操でリフレッシュします。
日6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　定①②180人（先着順）　
費無料　申不要
問北部公民館☎7153－0567

★ガレージセールの出店者を募集

日7月29日㈰9時30分～13時　所クリー
ンセンター　対市内在住の方※商業者の
出店は不可　定35店（多数抽選）※同一世

費①②③無料④3,000円　申電話
問同センター東葛飾支所☎7191－0050

蔵のカフェ+ギャラリー灯
と わ

環
紺エリコ　ピアノ&ヴォーカルライヴ

日6月24日㈰14時から
所蔵のカフェ+ギャラリー灯環（流山1）
定20人（先着順）
費2,500円（飲み物付き）
申灯環（☎7158－0221）に電話※火・水
曜休館
問流山本町・利根運河ツーリズム推進課…
☎7168－1047

帯での複数の応募は無効。過去1年間に
当選した方は申し込み不可　▷出店スペー
ス＝1区画約180cm×80cm　▷出品で
きるもの＝書籍、衣類、おもちゃ、電化製品
などの日常生活用品※食料品や動植物は
不可　費無料　申電子申請または往復ハ
ガキに「ガレージセール出店希望」、住所、氏
名（ふりがな）、電話番号を明記の上、6月
18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

1016740

動物愛護センター東葛飾支所の譲
渡会と講座

①犬のしつけ方教室（基礎講座）
日6月9日㈯9時30分～11時30分
②犬・猫の一般譲渡会
日6月9日㈯13時～15時
③飼い主さがしの会
日6月20日㈬13時30分～15時※犬・猫
を欲しい方は同日13時～13時30分に行
う「飼い方講習会」への参加が必要
④犬のしつけ方教室（実技講座）
日6月27日㈬9時30分～11時30分　
対基礎講座を受講した方※犬同伴
【共通事項】
所同センター東葛飾支所（柏市）　

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）　定①③12人②10人（いずれも先着順）　費①1,500円②2,500円③1,000
円　持ノートパソコン　申電話

市民対象の公民館パソコン教室（7月）
●文化会館のパソコン講座　問文化会館☎7158－3462　 1014849

講座名 期　日 時　間 内　容

①パワーポイント 7月10日㈫
11日㈬ 13時30分～

16時30分

パワーポイント入門、パワーポイントを使ったプレゼンテ
ーション、旅行写真などの音楽入りスライドショー

②マンツーマン
パソコン初心者教室

7月13日㈮
14日㈯

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

③アルバム作成 7月18日㈬
19日㈭ 10時～12時 ワードで複数枚の写真を編集し、A4用紙に貼り付け

印刷

●初石公民館のパソコン講座　問初石公民館☎7154－9101

定10人（先着順）　費2,500円　申電話

講座名 期　日 時　間 内　容
マンツーマン
パソコン教室

7月9日㈪
10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

　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、第3土曜（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）
　7日・18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
●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

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）
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）
　18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）

●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　 1003431

●職業相談・紹介
　月～金曜（9時30分～17時）
　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）

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。 1002359

6月

その他の相談

　☎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
　問保険年金課☎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
　 1001911

●外国人相談
　月・水・金曜（10時～16時）
　…国際理解サポートセンター
　（江戸川台駅前庁舎3階）
　問同センター
　☎7128－6007
　 1008962

市民ギャラリー展
流山市美術家協会の作品を

展示します。
問㈱アーテック☎7154－1441

1001703

6月1日㈮～29日㈮

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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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6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

講座
★東部公民館の講座・イベント

①東部公民館第5回文化祭
日6月9日㈯・10日㈰9時30分～16時…
内お花、俳句など12団体の展示。コーラ
ス、朗読など14団体の発表※朝市も開催…
(10時～12時)…
②いきいきスクエアステップ
日6月13日㈬13時～14時30分　費100
円　持汗拭きタオル、上履き、飲み物
③あじさい花ウォーキング
　あじさいの話を聞き、市内のあじさい
の名所を巡ります（約2km）。
日6月17日㈰9時～12時
定30人（先着順）　費100円
④やさしい和菓子
　簡単和菓子(なんちゃって久

く ず

寿餅
も ち

)をつ
くります。
日6月18日㈪9時30分～11時30分　講和
菓子愛好家・戸部省三さん　定24人（先着
順）　費500円※6月12日からキャンセル
料が発生　持エプロン、三角巾、マスク、空
の牛乳パック、持ち帰り用の容器、手拭き
⑤なつかしき歌声サロン
日6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
【共通事項】
所東部公民館
申①②⑤不要③④電話または直接窓口へ
問東部公民館☎7144－2988

★野々下福祉会館の講座

①和のネックレスとイヤリングを作りま
しょう
日6月15日㈮…9時30分～11時30分　

講椿
つばき

の会代表・川口洋世さん
費1,500円（材料代）　持裁縫道具

1016342

②個人指導によるパソコン教室
日6月21日㈭・22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その他よろず受
け付けから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　 1016346

【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6月2日から電話
問野々下福祉会館☎7145－9500

★スマートフォン基本講座
お持ちの方も、お持ちでない方も!

日①6月15日㈮②6月26日㈫いずれも
13時30分～15時30分　所思井福祉会
館　対市内在住・在勤・在学で、スマート
フォンを①お持ちでない方②お持ちの
方　定各10人（先着順）　費無料
持②普段ご利用のスマートフォン
申6月2日9時から電話
問思井福祉会館☎7159－5666

★初石公民館の講座・イベント

①皆で歌おう心のうたを!!
　音楽サークル「好

こ う

音
ね

会
か い

」の大正琴の伴奏
で、思い出のうたを歌いませんか。
日6月17日㈰13時30分～15時
定200人（先着順）　費100円　申不要
②高齢者のための生活安心講座
日6月21日㈭13時30分～15時　
講NPO法人シニアライフ支援協会理事長・

渕上啓太さん、同協会理事・安江巧さん
内老病死に関わる選択、葬儀、お墓、これ
からのお金のこと　ほか
定100人（先着順）　費無料
申中部高齢者なんでも相談室（地域包括
支援センター（☎7150－2953））へ電話
【共通事項】
所初石公民館
問初石公民館☎7154－9101

★普通救命講習会

　AEDを使った応急手当てを学びます。
日6月24日㈰9時～12時　所東消防署　
対市内在住・在勤の方　定15人（先着
順）　費無料　申6月1日10時から電話
問東消防署☎7146－0119

★東深井福祉会館の講座・イベント

①ダンスセラピー講座
日6月28日㈭13時30分～15時
講ダンスセラピスト・高井彩加さん
定20人（先着順）　費無料
持動きやすい服装
②千寿の会　 1014418 �
　「龍乃流舞踊の会」の舞踊があります。
日7月2日㈪13時30分～15時
定40人(先着順)
費100円（お茶とお菓子付き）
③シュガークラフトで作るビーチグラス
ドーム　 1016455
日7月16日㈷9時30
分～12時　 講 シュ
ガークラフト作家・山内
亜希さん　定10人（先
着順）※お子さん連れ
の場合は小学生以上
のみ可　 費2,300円…
持エプロン、作品を持ち帰る袋　
【共通事項】
所東深井福祉会館　対市内在住・在勤・在
学の方　申①②6月2日から電話、ファク
スまたは直接窓口へ③6月2日9時から費

用を添えて直接窓口へ
問東深井福祉会館☎7155－3638
FAX 7153－3437

★リサイクル講座

①押し絵季節のつるし雛
び な

づくり～夏の飾
り～
日7月2日㈪10時～16時
定10人（多数抽選）　 1017068 　
②らくらく布ぞうりづくり
日7月9日㈪10時～16時
定20人（多数抽選）　 1018400 　
【共通事項】
所クリーンセンター　費300円（材料
代）　持不用布、昼食など　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、6月21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

★就職個別相談セミナー
中高年が成功する就職活動とは?

　就職活動が成功するコツを、分かりやす
く体験に結びつけてお伝えします。セミ
ナー終了後、希望する方は個別相談もでき
ます。
日7月4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45～65歳の方　定20人（先着
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
★平成30年度教科書展示会

日6月15日㈮～29日㈮9時～16時30
分※20日は休館　所生涯学習センター
（流山エルズ）　費無料
問指導課☎7150－6105

★は市または指定管理者などの主催のもの
ノートなが やれ ま

問秘書広報課☎7150−6063　 1007526

■NPO法人C＆Cクラブのカルチャー体
験=①レクリェーションダンス(フォークダ
ンス):6月6日㈬、北部公民館。6月20日
㈬、江戸川台福祉会館。いずれも10時～
11時30分②しの笛カルチャー:6月17日
㈰、7月1日㈰9時～11時30分、初石公民
館③気功太極拳:6月2日㈯・9日㈯10時～
11時30分、八木北小学校。いずれも無
料※要申し込み問上

う わ

矢
や

☎7154－1325
■健康太極拳体験教室 (気功太極拳友好
会主催)=6月4日㈪13時～15時、野々下
福祉会館。無料問矢澤☎7159－1676
■ハワイアン　フラ(フラ　ハーラウ　オー
ラパ主催)=6月5日～19日の火曜18時
30分～20時30分、初石公民館。500円
※女性対象。要申し込み問桑原☎090－
1850－6198
■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・ゴルフ協会中部支部主催)=6月6
日・13日・20日・27日の水曜9時～11時、
コミュニティプラザ。無料※要申し込み問

渡辺☎7154－3753
■子連れで来れる　消しゴムはんこ体験
会 (赤ちゃん連れで来れる消しゴムはんこ
のアトリエ「ニジカラ」主催)=6月8日㈮10
時～11時、京和ガスおおたかの森ショー

ルーム（東初石6）。1,000円※要申し込
み問伊藤 atelier.nijikara@gmail.com
■第37回「音楽春

しゅん

陽
よ う さ い

祭」(サークル「初」主
催)=6月10日㈰12時～16時、初石公民
館。無料※6月9日㈯・10日㈰は絵手紙を
展示問小

お

平
だいら

☎7152－3468
■ウオーキングで人生が変わる�平野潤講師

「講演と実技」(ウオーキング流山主催)=6
月11日㈪9時～13時、キッコーマン…アリー
ナ。500円問菅原☎090－8840－6709
■森林気功(内

な い こ う は ち だ ん き ん

功八段錦)(気功太極拳
(八

や と や

十八会)主催)=6月11日㈪10時～11
時30分、西初石ふれあいの森。500円問

長谷川☎7154－9772
■ひきこもりを考える講演会　テーマ「不
登校・ひきこもりへの対応」(NPO自立サ
ポートネット流山主催)=6月11日㈪14時
～15時30分、東深井福祉会館。無料問

勝本☎090－3696－1589
■ふれあい絵手紙展　みのり(みのり絵手
紙主催)=6月12日㈫～17日㈰9時～21時
(17日は17時まで)、生涯学習センター（流
山エルズ）。無料問玉井☎7155－0837
■水彩画作品展 (水彩画サークル「彩の会」
主催)=6月12日㈫～17日㈰10時～16
時、杜のアトリエ黎明。無料問和

い ず み

泉☎090
－8019－0714
■障害年金無料個別相談会（NPO法人み
んなでサポートちば主催）＝6月14日㈭、7
月12日㈭、池松ビル（柏市）。6月26日㈫、
7月24日㈫、松戸商工会議所。いずれも
13時30分～16時30分。無料※要申し
込み問事務局☎070－1541－7661

■無料体験会(フィットネスサークルKBC主
催)＝6月15日・22日・29日、7月6日・13日・
20日の金曜9時20分～10時50分、南流
山センター。無料問庄司☎7159－4852
■知育リトミック体験 (知育リトミックサー
クル主催)=6月15日・22日、7月6日・13
日の金曜10時～11時、おおたかの森セン
ター。500円※1～3歳児の親子対象。
要申し込み問藤沢☎070－5465－0641
■カヌー初心者体験会 (流山カヌークラブ
主催)=6月17日㈰9時～12時、流山北高
校付近の江戸川。3,000円※要申し込み
問風見☎090－5827－9249
■流山フィルハーモニー交響楽団第52回
定期演奏会（市教委後援）＝6月17日㈰14
時～16時、文化会館。前売900円、当日
1,000円※中学生以下無料問小林☎090
－8744－1570
■国際交流サロン「世界を知ろう」(流山市
国際交流協会主催)=6月17日㈰14時30
分～16時30分、キッコーマン…アリーナ。
無料問小谷☎090－4243－1049
■心を描く表情画作品展＝6月18日㈪～
24日㈰9時～17時（18日は11時から、24
日は15時まで）、生涯学習センター（流山エ
ルズ）。無料問西田☎7155－5262
■スポーツ吹矢を始めませんか!�無料体
験会（（一社）日本スポーツ吹矢協会流山市
フジタカ支部主催）＝①6月21日㈭②22
日㈮③26日㈫④27日㈬⑤28日㈭⑥29
日㈮、①③④10時～11時②⑤⑥13時～
14時、①初石公民館②⑤おおたかの森セ
ンター③⑥キッコーマン…アリーナ④コミュ

ニティプラザ。無料※要申し込み問西川
☎090－7567－3701
■第14回陽だまりオカリナコンサート(音
楽の陽だまり主催)=6月23日㈯10時30
分～16時、森のホール21(松戸市)。無料
問伊藤☎090－7414－7840
■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）
＝6月24日㈰10時～15時、イトーヨーカ
ドー流山店（流山9）問事務局☎048－682
－2728（月・水～金曜12時～17時）
■ピティナ・ピアノステップ　トークコン
サート（（一社）全日本ピアノ指導者協会・流
山あかつきステーション主催、市教委後援）
＝6月24日 ㈰12時 ～12時15分、15時
20分～15時35分、生涯学習センター（流
山エルズ）。無料問田代☎7152－9379
■ホタルの幼虫放流会 (流山ホタル野主
催)=①6月24日㈰13時～15時、東部公
民館②6月30日㈯9時～12時、おおたか
の森センター③6月30日㈯13時30分～
15時30分、大畔ホタル野田んぼ。無料問

芝崎☎090－1730－0243
■創作和小物展＝6月26日㈫～7月1日
㈰9時～17時（6月26日は11時から、7月
1日は16時まで）、杜のアトリエ黎明。無
料問和

い ず み

泉☎090－4534－6874
■食育講演～食べ方をもう一度考えてみま
せんか～(東葛北部在宅栄養士会主催)=7月
7日㈯10時～11時30分、アミュゼ柏。500円
※要申し込み問下山☎090－5568－7465

しみんの伝言板

イベント
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　「神村英男Q
カ ル テ ッ ト

uartet」によるジャズコンサートです。これまでの流山ジャ
ズフェスティバルを写真で振り返るガラスケース展示も行います。
日6月30日㈯14時～15時30分（13時30分開場）　所森の図書館　▷出演＝
神村英男（Tp）、神村晃司（Pf）、杉山シゲオ（Ba）、島田忠男（Drs）、渡辺明日香
（Vo）　定75人（先着順）　費1,000円　申6月2日9時30分から費用を添え
て直接窓口へ※お体の不自由な方はお問い合わせください。　 1018047

　6月15日の千葉県民の日に合わせて、東葛6市（流山
市、柏市、松戸市、我孫子市、野田市、鎌ケ谷市）では、公園
や観光施設などに隠れている、キーワードを持ったチー
バくんを探してクロスワードパズルを完成させるイベ
ントを実施します。
　パズルが完成すると、各市にちなんだ“コトバ”が出現します（全
6種類）。完成させた“コトバ”の数に応じて、抽選で豪華賞品をプ
レゼントします。
▷実施期間＝6月15日㈮～8月31日㈮　▷設置施設＝カナル
ファーム（西深井）、利根運河交流館※各市2施設、計12施設に設置…
▷応募方法＝市役所流山本町・利根運河ツーリズム推進課などで配
布するパンフレットに付属のハガキに完成させた“コトバ”を明記
の上、9月14日（消印有効）までに郵送。千葉県ホームページの応募
フォームからも応募できます。
問流山本町・利根運河ツーリズム推進課☎7168－1047

問森の図書館☎7152－3200

県民の日賛同行事
ティーサービス全メニュー100円引き
　期間中は両館のティーサービスの全メニュー
を100円引きで提供します。一茶双樹記念館双
樹亭の縁側や、杜のアトリエ黎明のテラスで、庭
園の緑を眺めながら、心ゆくまでティーサービス
をお楽しみください。
日6月15日㈮～24日㈰9時～17時（ラストオーダー
は16時）　所一茶双樹記念館、杜のアトリエ黎明　
費一茶双樹記念館：大人100円、小・中学生50円（入
館料）、杜のアトリエ黎明：無料
寄せ植え講座　

カラーリーフを使った秋まで楽しめる寄せ植え
　株式会社ペレニアル所属のガーデナー・大嶋陽
子さんを講師に迎え、季節に合わせた「寄せ植え講

座」を開催しています。今回は、涼しげなカラー
リーフを使い、暑い夏を元気に乗り越え、秋まで長
く楽しめる寄せ植えを作ります。
日6月23日㈯10時30分～12時
所杜のアトリエ黎明　定16人（先着順）
費2,800円（作品持ち返り）
申一茶双樹記念館へ電話、ファクスまたはメール
邦楽コンサート～七夕コンサート～

　流山市邦楽三曲会・南海佳子さん、吉岡龍之介さん
による演奏をお楽しみください。
日7月7日㈯18時～19時　所一茶双樹記念館
▷曲目＝風鈴・線香花火（宮城道雄作曲）、夏色の
アダージョ（池上眞吾作曲）　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※当日申し込みも可

問一茶双樹記念館☎・FAX 7150－5750（月曜休館）　 info@issasoju-leimei.com

第27回流山ロードレース大会の参加者を募集
大会を支えるスポーツボランティアも

　毎年全国から参加者が集うロードレース大
会を今年も開催。コースなど詳細は、市役所ス
ポーツ振興課などで配布する大会要項または
大会公式ホームページをご覧ください。大会
を支えるスポーツボランティアも募集します。
日10月7日㈰※雨天決行、荒天中止　
所キッコーマン…アリーナ集合
▷種目＝10km（①一般男子②一般女子③40
歳代男子④40歳代女子⑤50歳代男子⑥50
歳代女子⑦60歳代男子⑧60歳以上女子⑨
70歳以上男子⑩高校男子⑪高校女子）⑫2km
ファンラン　申インターネット（エントリーセン
ター、スポーツエントリー、ランネット）または流
山市役所、キッコーマン…アリーナ、生涯学習セ
ンター（流山エルズ）、文化会館、各公民館など
で配布の参加申込用紙（郵便振替用紙）に必要
事項を明記の上、6月30日までに参加費を添え

て郵便局で※イ
ンターネットは7
月31日まで
問アクティオ株
式会社
☎7157－2086
（10時～17時）

1001632

◆流山市スポーツボランティアを募集
　スポーツを支える人材が活躍できる環境を
整えることで、市民のスポーツ活動を支援し、
スポーツを地域に根付かせるため、流山市ス
ポーツボランティア制度を創設しました。流山
市のスポーツ振興に、「支える」スポーツボラン
ティアとして関わり、流山市をともに盛り上げ
ていきませんか。第27回流山ロードレース大
会でボランティアをしていただいた方には、ス
タッフ限定Tシャツと記念品を贈呈します。な
お、ボランティアとして活動するにはスポーツ
振興課へ登録が必要です。
▷応募資格＝18歳以上の方（団体も可）　
▷対象事業＝市または市教育委員会が主催ま
たは共催するスポーツ関連事業　
申実施要項を確認の上、登録申込書をスポー
ツ振興課へ提出。登録された方にはボラン
ティア登録証を発行します。活動の際は登録
証を携行してください※実施要項・登録申込書
は市ホームページでご覧になれます。
問スポーツ振興課☎7157－2225　 1018522

日8月4日㈯～6日㈪※2泊3日　所国立妙高青少年自
然の家…(新潟県妙高市)　対事前説明会に参加できる市
内の小学4年生～中学3年生※説明会は保護者同伴…
定50人程度(多数抽選)　費1万2,000円　申メールま
たはハガキ（いずれも１人１通）に「キャンプ希望」、郵便番
号、住所、電話番号、氏名（ふりがな）、学校名・学年、性別、
保護者氏名、キャンプへの意気込みを明記の上、6月18
日17時（必着）までに〠270－0192流山市役所生涯学
習課「チャレンジキャンプ係」へ※メールで応募し、１週間
以内に返信がない場合はお問い合わせください。

日７月２４日㈫～２７日㈮※３泊４日　所石川県立能登少年自然
の家※生涯学習センター（流山エルズ）集合・解散　対別表の
全日程に参加できる市内在住・在学の小学５・６年生　定30人
（多数抽選）※初めての方優先　費5万3,000円程度※そのう
ち2万5,000円を市が助成　申往復ハガキ（1人1枚）に、「能登
の自然体験学習ツアー参加希望」、住所、氏名（ふりがな）、電話
番号、学校名・学年、性別、生年月日、保護者氏名、返信用に宛
先・宛名を明記の上、６月８日（消印有効）までに、〠２７０－０１５３
流山市中１１０番地流山市生涯学習センター教育研究企画室
「能登の自然体験学習ツアー」係へ

問生涯学習課☎7150－6106　
gochallengecamp＠gmail.com 問教育研究企画室☎7150－8388　 1010082

チャレンジキャンプ2018
妙
みょう

高
こ う

の大自然を楽しもう!
（流山市青少年相談員連絡協議会主催）

姉妹都市・能登町へ行く自然体験学習ツアー
親元を離れて学ぶ４日間

第75回流山市民芸術劇場
コンテンポラリーダンス
パフォーマンス　火の鳥

森のJAZZコンサート
第8回流山ジャズフェスティバル2018関連企画

チーバくんからの挑戦状! in とうかつ 
　　　　～“コトバ”達はどこいった！？～

一茶双樹記念館・杜のアトリエ黎明のイベントと講座
県民の日の行事

万華鏡ギャラリー　見世蔵のイベント

世界万華鏡コンベンション出品作家作品展
　毎年開催される世界万華鏡コンベンションで5回の最優秀作品賞受賞歴をも
つ市内在住の中里保子さんをはじめ、同コンベンションに参加実績のある日本
人作家の作品が集結!…今年、最優秀作品賞を受賞した山見浩司さんの受賞作品
も展示予定です。
日6月20日㈬～7月8日㈰10時～17時　所万華鏡ギャラリー見世蔵　費無料
中里保子さんの万華鏡作り講座　光の7色を見られる万華鏡を作ろう

　虹色の光がさまざまに変化して7色の美しい模様が映し出される万華鏡を作ります。
日7月1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15人（先着順）　費各7,500円
申6月1日10時から見世蔵に電話、
ファクス、メールまたは直接窓口へ

　流山市民芸術劇場（同実行委員会・市教育委員会
主催）では、国内外で活躍するダンス団体「D

ダ ン ス

ance…
C
カ ン パ ニ ー

ompany…L
ラ ス タ

asta」によるチャリティー公演を開催し
ます。不老不死の象徴「火の鳥」と永遠の命を望む
人間たちの物語を、限りある命をテーマに踊りで表
現します。なお、収益金の一部は、東日本大震災の
義援金として姉妹都市・福島県相馬市へ寄附します。
日9月9日㈰17時から　所文化会館　▷チケット販
売期間＝6月10日から　▷チケット販売場所＝文化会
館、紀伊國屋書店流山おおたかの森店、各公民館、生
涯学習センター（流山エルズ）、e+（イープラス）※各公
民館、生涯学習センター（流山エルズ）は6月17日まで…
▷チケット代＝2,000円（全席指定）※各販売場所によ
り座席の割り振りがあります。詳細は公共施設などで
配布のチラシまたは市ホームページをご覧ください。
問生涯学習課☎7150－6106　 1001711

日6月1日㈮～30日㈯9時～17時（月曜休館。30日は16時まで）
所森の図書館　費無料　申不要

問見世蔵☎・FAX 7190－5100（月・火曜休館）
misegura.nagareyama@gmail.com

ギャラリーガラスケース展示　流山ジャズフェスティバル7年の軌跡

7月15日㈰ 事前説明会　所生涯学習センター（流山エルズ）
8月4日㈯～
6日㈪
※2泊3日

キャンプ（国立妙高青少年自然の家�(新潟県妙高市））　
内ハイキング、オリエンテーリング、野外炊飯、キャン
プファイヤーなど

8月26日㈰ 事後報告会　所生涯学習センター（流山エルズ）

6月30日㈯午前 事前説明会への出席（保護者・参加児童）

7月24日㈫～27日㈮
※3泊4日

・�開校式　所生涯学習センター（流山エルズ）※
保護者付き添い
・�自然学習体験ツアー（石川県能登町）
���内カヌー体験、星空観察、スノーケリングなど
・�閉校式　所生涯学習センター（流山エルズ）※
保護者付き添い

8月31日㈮まで 感想文の提出

【主な日程】
【主な日程】

チーバくん

※台座はつきません

種目 10㎞ 2㎞ファンラン

対象
アマチュア競技者で
10㎞を80分以内で
完走できる方

市内在住で小学生
以上の方（小学3年生
以下は要保護者伴
走）

スタート
時間 9時30分 9時35分

定員
（先着順） 4,000人 300人

参加費 3,500円 1,000円

表彰

種目ごとに6位まで
記念品と賞状。参加
者全員に参加賞、完
走した方には完走
証。ラッキー賞（着順、
遠来、高年齢）もあり

参加者全員に参加賞。
表彰はありません。
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