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教育･保育施設の整備を推進
小学校・学童クラブを増築 保育所
（園）を新設

子育て世代を中心に人口が
増加している流山市では、人口
の増加による児童･生徒数の
変化を推計し、学校や保育所
（園）の整備を実施しています。
子どもたちが健やかに育つと
ともに、安心して子育てができ
るまちを目指して、引き続き、
教育･保育の環境整備に取り
組んでいきます。
今号では、市内の小学校や
学童クラブの今後の整備計画、
保育所（園）の新規開園予定な

八木北小学校の校舎増築イメージ。現在プールがある位置に3階建て
の校舎を増築し
（建物手前中央部）
、屋上にプールを設置する計画です

どをお知らせします。

南流山・おおたかの森小学校の増築を実施
つくばエクスプレス沿線地区の整備に伴い、沿線地区周辺の児童数が増加してい
ることから、南流山小学校およびおおたかの森小学校の整備を行い、今年 4月から供
用を開始します。また、八木北小学校の校舎増築に向けた計画も進め、児童数の増
加に対応していきます。
◆南流山小学校
今年４月１日からの供用開始に向け、普通教室 16室、特別教室 6室、
ミニアリーナ１
室の計 23室の増築を進めています。
ID 1017027

◆おおたかの森小学校
今年４月１日からの供用開始に向け、普通教室 18室の増築を進めています。
ID 1017039

認可保育園･小規模保育事業所を
新たに17カ所開園

保育所
（園）
の整備状況

平成29年度に新しく開園した森のまち南流山保育園

②定員数

補完率②÷①

平成22年4月

9,154人

1,789人

19.5%

74人

平成23年4月

9,715人

2,281人

23.5%

43人

平成24年4月

9,855人

2,541人

25.8%

81人

待機児童数

平成25年4月

10,036人

2,794人

27.8%

57人

平成26年4月

10,347人

3,091人

29.9%

68人

平成27年4月

10,738人

3,725人

34.7%

49人

平成28年4月

11,392人

4,091人

35.9%

146人

平成29年4月

12,109人

4,797人

39.6%

92人

平成30年4月

―

5,562人

―

問子ども家庭課☎ 7150－6082

ID 1017015

児童・生徒数の増加に伴い小学校新設を計画
新市街地地区の児童数が増加していることから、平成 33年 4月の開校を目指し、
基本計画の策定など、小学校新設に向けた準備を進めています。また、今後の児童・
生徒数の推計値を精査し、中学校の整備を検討していきます。
ID 1015991

問教育総務課☎７１５０－６１０３

おおたかの森小学校区も整備予定

①就学前人口

※平成31年4月時点で定員6,000人を目標に整備

◆八木北小学校
平成 32年度中の供用開始に向け、普通教室 10室、特別教室 7室を増築するほか、
職員室など管理諸室の移転整備や増築校舎屋上へのプールの設置を計画していま
す。

南流山小学校区の学童クラブを改修

765人の児童が受け入れ可能に
今年度中に、認可保育園7園と小規模保育
事業所10園を新たに整備し、新たに765人の児
童を受け入れる準備を進めています。
待機児童ゼロを目指して、保育所（園）など
の整備を本格化した平成22年度から29年度ま
での8年間で、定員数を約3.1倍の5,562人に
増員します（別表参照）
。今後も引き続き、保
育所
（園）
の整備を進めていきます。

平成32年度には八木北小学校を増築予定

―

市内16小学校区にそれぞれ設置している学童クラブは、保護者が共働きなどで
放課後の家庭保育が困難な児童をお預かりし、遊びや生活を通して児童の健全な育
成を図る施設です。小学校の整備に合わせて学童クラブも整備しており、現在、
南流山小学校区およびおおたかの森小学校区の増員を予定しています。
◆南流山小学校区
既設の校舎および学童クラブの改修工事を実施し、今年 4月から、定員を70
人から200人に増やします。
◆おおたかの森小学校区
最大 400人規模に対応できる学童クラブの整備を予定し、平成 31年 4月から
の供用開始に向けて設計業務を進めています。

学童クラブの放課後児童支援員 ･補助員を募集

ID 1001228

各学童クラブの指定管理者では、お預かりした子どもたちの生活や遊びを支
援する放課後児童支援員と補助員を募集しています。なお、放課後児童支援員
には資格要件（注）があります。応募方法など詳細は、市ホームページをご覧に
なるか市役所教育総務課へお問い合わせください。
注 :次のいずれかに該当する方①保育士、社会福祉士、教諭の資格をお持ちの
方②高等学校卒業以上または相当の方で、2年以上児童福祉事業に従事した方
③社会福祉学・心理学・教育学・社会学・芸術学・体育学のいずれかを専修する学
科
（研究科）
またはこれらに相当する課程を修めて卒業した方 など
問教育総務課☎ 7150－6103

今号に掲載の平成 30年度事業については、
市議会第1回定例会の議決を経て実施されます。
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マイナンバーカードの日曜交付

①

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、2月2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2月4日㈰9時～12時、
13時～16時 所市役所第1庁舎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 【本人確認書類】
運転免許証、パスポート、住民基
確認書類
（別表の①から1点または②から2点）
、住民
本台帳カード
（写真付き）
、障害者
基本台帳カード
（お持ちの方のみ）
手帳、在留カード、特別永住者証
明書など
※法定代理人の方は、必要書類に加えて代理権の証
保険証、年金手帳、社員証、学生
明書
（戸籍謄本や登記事項証明など）および代理人自
証、子ども医療費助成受給券、預
身の本人確認書類が必要
金通帳など
※
「氏名と生年月日」
または「氏名
問市民課☎7150－6075
②

と住所」
が記載されたものに限る

ID 1003848

◆マイナンバーカードの申し込み方法
マイナンバー通知カードの下部分の申請書に写真を貼り、必要事項を明記の上、同封
の返信用封筒
（差出有効期間を過ぎたものも使用可）でお送りください。インターネッ
トなどによる申し込みもできます。なお、住所変更や婚姻などにより記載事項に変更が
あった場合は使用できません。最新の情報を記載した申請書をお渡ししますので、本人
確認書類を持参の上、
市民課または各出張所へお越しください。
問 申し込みやマイナンバー制度全般…マイナンバー総合フリーダイヤル
0120－
95－0178
（平日9時30分～20時※土・日曜、
祝日は17時30分まで）
カードの交付について…市民課☎7150－6075

電話での事前受け付けにご協力を

住民基本台帳カードで確定申告をしている方へ
イー
タックス
をしてい
住民基本台帳カードを利用して、インターネットなどで確定申告
（e－Tax）
る方は、電子証明書の有効期限
（発行から3年間）を必ずご確認ください。有効期間が
切れた方で、今後e－Taxを利用する場合は、マイナンバーカードに切り替える必要が
あります。マイナンバーカードは、申し込みから受け取りまで約1カ月かかりますの
で、
お早めの申請をお願いします。
電子証明書のパスワードが分からない方へ
e－Tax利用時に、電子証明書のパスワードを忘れてしまったり、誤入力によりロッ
クがかかってしまった場合は、市民課または各出張所の窓口でパスワードのロック解
除と再設定を行う必要があります。なお、マイナンバーカード日曜交付窓口でも手続
きができます。
▷手続きできる方＝本人のみ
持マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
（写真付きでないカードの場合は運
転免許証などの本人確認書類も必要）
自分のマイナンバーが分からない方へ
マイナンバーカードや通知カードの再発行は約1カ月かかります。税の申告書など
に緊急でマイナンバーの記入が必要な方は、マイナンバー入りの住民票を請求するこ
とで自分のマイナンバーが分かります。請求の際は、マイナンバーの記載がある住民
票を希望する旨と使用目的
（書類の提出先など）
をお申し出ください。
※通常の住民票にはマイナンバーの記載はありません。
▷請求できる方＝本人または同一世帯員
費300円 持本人確認書類
（別表
「本人確認書類」
の①から1点または②から2点）
問市民課☎7150－6075

流山おおたかの森駅西口・北口周辺に
路上喫煙防止重点区域を追加

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

流山市の宅地分譲 申 込 受 付 中 !!
西平井・鰭ケ崎地区は最終販売
［区画整理地区内］

お問い
合わせ

にしひれ

レ

プ

ス

ク

0120-45-2410
し

ひ

れ

大手町

ID 1002328 （平日10時〜17時）
※電話対応

東京

至 東京

※数字は南流山駅からの所要時間
（分）
（乗り換え時間含まず）

労働力調査にご協力を

小規模工事の業者登録申請

総務省統計局と千葉県では、毎月、労働
力調査を実施しています。この調査は、国
の経済政策や雇用対策などの基礎資料を
得ることを目的とした重要な調査で、総務
省が毎月公表している
「完全失業率」
は、こ
の調査をもとに発表されています。
対象となった世帯には調査員が伺います
ので、ご協力をお願いします。なお、調査員
は、千葉県知事発行の顔写真付きの調査員
証を携帯していますのでご確認ください。
▷対象区域＝西深井・加一丁目の一部
▷調査期間＝2～5月
問千葉県統計課☎043－223－2220

平成30・31年度に市が発注する、入札の対象とな
らない130万円以下の小規模工事の受注を希望す
る市内業者の登録申請を次のとおり受け付けます。
なお、
「ちば電子調達システム」により市に平成
30・31年度競争入札参加資格審査申請
（電子申請）
をしている方または申請予定の方は、登録できま
せんのでご注意ください。
▷申請書配布・受付期間＝1月22日～2月15日※土・
日曜、
祝日を除く
▷受付場所＝市役所財産活用課
※申請書は市ホームページからダウンロードできます。
問財産活用課☎7150－6069

対象は西深井と加一丁目の一部

受け付けは 2月 15日まで

ID 1017035

生産緑地地区の追加指定

2月 1日から

ウイングホール柏斎場の
火葬件数などが変更
2月1日から、ウイングホール柏斎場の1日の火葬
受け入れ件数が18件から21件に変更となります。
それに伴い、火葬執行時間が9時〜15時の2時間お
きから、
1時間おきに変更となります。
詳細は、ウイングホール柏斎場ホームページをご
覧ください。
問ウイングホール柏斎場☎7131－6649

千葉県生涯大学校の
入学生を募集（2次）

申請の受け付けは 2月 1日～28日
市街化区域内の緑地機能の優れた農地な
どを計画的に保全するため、生産緑地地区
として追加指定を行います。指定を希望す
る方はお申し込みください。
申 市役所都市計画課で配布の申請書に必要
事項を明記の上、必要書類を添えて 2月 1
日～28日に都市計画課へ持参
問都市計画課☎7150－6087

く

ば

エ

秋葉原

ひれ が さき

つ

北千住

西平井・鰭ケ崎地区宅地販売センター
に

歩行者などの安全を確保し、きれいなまちづくりを推進するため、
「流山市路上喫煙の防止及びまちをきれいにする条例」を制定し、歩行
中の路上喫煙や携帯灰皿を使用しない喫煙、ポイ捨てや飼い犬のふん
の放置を市内全域で禁止しています。また、路上喫煙が歩行者などに
対し特に危険を及ぼすと
至大宮駅
飲食店
至つくば駅
認められる区域を路上喫
小山小学校
煙防止重点区域として指
文
霊園
定しています。同区域で
ドラッグストア
は指定喫煙場所以外で喫 スーパー
銀行
煙する者に対し過料が科
せられます。
流山おおたかの森駅
コンビニ
流山おおたかの森駅西
銀行
流山
東武
おおたかの森
口・北口周辺では、まちづ
アー
し ん ちょく
バン
S・C
パー 至柏駅
クラ
くりの進捗に伴い歩行者
イン
が増加傾向にあるため、2
至秋葉原駅
…路上喫煙防止重点区域
月1日から路上喫煙防止
重点区域に指定し
（図参照）
、路上喫煙防止を推進し歩行者の安全を確
保します。
また、市内の路上喫煙防止重点区域内の路上喫煙およびたばこの吸
い殻のポイ捨てについて、これまでは指導や勧告などを受けても違反
行為をやめない場合に2,000円の過料を科していましたが、4月1日か
らは違反行為をする者に直ちに過料を科すよう、
規定を改正します。
問環境政策・放射能対策課☎7150－6083
ス

鰭ケ崎・
思井地区

上下水道・
ガス敷設済

仲介手数料なし

よ う こ そ
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JR武蔵野線

せせらぎと緑が織りなす新しい街
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2

至 三郷

市の宅地分譲3つのメリット

建築条件なし

「流山市路上喫煙の防止及びまちをきれいにする条例」
の
一部を改正

流山セントラルパーク

西平井・鰭ケ崎地区と鰭ケ崎・思井地区では、宅地
（保
留地・市有地）を販売しています。先着順で受け付けて
いますので、お早めにお申し込みください。

2

し

た い

「まちをきれいに志隊」の登録者を募集
自分たちの手で地域の美化を

ごみのポイ捨て防止などの啓発や、地域の清掃活動を行うクリーン・
ボランティア
「まちをきれいに志隊」の登録者を随時募集しています。
登録していただいた団体や個人には登録認定証を交付し、タスキ、ごみ
ばさみなどの啓発・清掃用具を貸与するほか、軍手、ごみ袋などの消耗
品を支給します。活動に興味がある方は、
ぜひご応募ください。
▷応募資格＝市内在住・在勤・在学で、月1回以上継続的な活動ができる
個人または団体
▷活動場所＝市内の道路、
公園、
駅周辺などの公共の場所
▷活動内容＝路上喫煙やポイ捨て、犬のふんの放置防止のための啓発や清
掃活動
▷登録方法＝市役所環境政策・放射能対策課で配布する登録申込書
（市
ホームページからダウンロードも可）に必要事項を明記の上、〠270－0192
流山市役所環境政策・放射能対策課へ郵送、
ファクスまたはメール
問 環境政策・放射能対策課☎7150－6083 FAX 7150－6521
kankyouhozen@city.nagareyama.chiba.jp

ID 1006943

対 県内在住の原則60歳以上の方 ▷募集期間＝2月9日～28日
問 同大学校事務局☎ 043－266－4705

ID 1002645

▷願書配布場所＝市役所高齢者生きがい推進課など

第1486号 平成30年1月21日㈰

3

市・県民税、所得税の主な税制改正など
問 所得税について…松戸税務署☎ 047－363－1171

市・県民税について…市民税課☎ 7150－6073

ID 1017261

給与所得控除の上限額の見直し
平成29年分以降の給与収入に関して、給与所得控除の上限額が230万円（収入
1,200万 円 以 上 ）か ら220
給与所得の計算方法
万円
（収入1,000万円以上） 給与収入
平成28年分
（改正前） 平成29年分
（改正後）
に引き下げられます
（別表
1,000万円以上
参照）
。なお、収入1,000万
給与収入×0.95－170万
1,200万円未満
給与収入－220万円
円未満の計算方法 に 変 更
1,200万円以上
給与収入－230万円
はありません。
医療費控除の特例
（セルフメディケーション税制）
の創設
適切な健康管理のもとで医療用医薬品から一般用医薬品への代替を進める観点か
ら、健康の維持増進および疾病の予防への一定の取り組み
（注1）
を行う個人が、本人や
本人と生計を一にする親族が服用する一定のスイッチOTC医薬品
（注2）を購入した場
合、その年中に支払った額の合計額
（保険金により補てんされる金額を除く）が1万
2,000円を超えるときは、その超える部分の金額（年間8万8,000円を限度）を、そ
の年分の総所得金額などから控除する医療費控除の特例制度
（セルフメディケーショ

ン税制）が創設されました。この特例は、平成29年分から平成33年分の所得控除
に適用されます。
なお、従来の医療費控除と併用することはできません。また、予防接種や検診などに
要した費用は、
医療費控除の特例における控除の対象にはなりません。
注1：特定健康診査、予防接種、定期健康診断
（事業主健診）
、健康診査
（医療保険者が行
うもの）
、
がん検診など
注2：医師の処方が必要だった医療用医薬品が、市販が許可され、薬局などで購入でき
るようになったもの
医療費控除または医療費控除の特例の申告時における明細書添付の義務化
従来、医療費控除を受けるためには、医療費などの領収書の添付が必要でしたが、平
成29年分以降の医療費控除または医療費控除の特例
（セルフメディケーション税制）
の適用を受けるためには、領収書の代わりに年間の支払金額をまとめた明細書の添付
が必要となります（経過措置として、
平成29～31年分の申告は領収書の添付でも可）
。
なお、税務署または市から、明細書に記載の医療費などの領収書の提出を求める場合
があるため、
医療費などの領収書は、
申告期限などから5年間は保管してください。

確定申告の準備はお早めに

確定申告の無料相談

【税理士による無料申告相談】

市役所での受け付けは 2月16日から

会場

松戸税務署
（プレハブ会場）

期日

時間

1月30日㈫～2月13日㈫
（土・日曜、祝日を除く）

9時30分～

15時30分
流山市役所
2月16日㈮～23日㈮
（土・日曜を除く）
確定申告は、自分で正しく作成し早めに提出しましょう。松戸税務署は１月３０日か
※混雑状況によっては早めに受け付けを締め切る場合があります。作成済みの申告書は各会場で受け付けます。
ら申告相談を受け付けます。
対 小規模納税者
（所得３００万円以下）の所得税・復興特別所得税・消費税・地方消費税の
確定申告用紙は、税務署以外に市役所市民税課および各出張所にも用意がありま
申告、
年金受給者
・給与所得者の所得税・復興特別所得税の申告
すが、数に限りがあります。また、国税庁ホームページの
「確定申告書等作成コーナー」
で
※土地、建物や株などの譲渡所得、初めての住宅借入金等特別控除、相続税、贈与税な
確定申告書の作成ができます。作成済みの確定申告書は松戸税務署
（〠271－8533松
どについては松戸税務署へご相談ください。
戸市小根本53－3）
に郵送で提出できます。
なお、確定申告書の作成方法（医療費控除も含む）
は、税務署へお問い合わせいた 【松戸税務署や市職員による申告相談】
詳細は、今後の広報ながれやまでお知らせする予定です。
だくか、国税庁ホームページ
「タックスアンサー」
をご利用ください。 確定申告会場以
会場
期日
時間
外で市職員が作成方法をお答えすることはできません。
松戸税務署
（プレハブ会場）

市・県民税申告書を1月25日に発送

流山市役所

昨年、市・県民税の申告をした方には、１月２５日に市・県民税申告書を発送します。申告
書が届かない場合は、市役所市民税課および各出張所にもありますのでご利用ください。

昨年10～12月に初めて
国民年金保険料を
納付された方へ

2月に控除証明書が
送付されます
国民年金保険料は、納付した全額が
所得税・市民税などの社会保険料控
除の対象となります。 昨年10月3日～
12月末に初めて保険料を納付された
方には、2月初旬に
「社会保険料
（国民
年金保険料）控除証明書」が 送付され
ます。
この証明書は、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などは、お
問い合わせください。
問控除証明書専用ダイヤル
☎０５７０－００３－００４
（Ｉ
Ｐ電話などからは☎０３－６６３０－２５２５）

４月
オープン

所＝場所

源泉徴収票が
送付されます

割引額は口座振替がお得

国民年金と厚生年金の受給者の方に、
日本年金機構から平成２９年分の源泉徴
収票が送付されます。 源泉徴収票には、
１年間に支払われた年金の総額や社会保
険料の合計金額、源泉徴収税額、控除内
容が記載されており、確定申告の際に添
付書類として必要になりますので、大切
に保管してください。
なお、障害年金および遺族年金は所得
税の課税対象とならないため、源泉徴収
票は送付されません。
源泉徴収票を紛失された場合や未着
の場合などは、日本年金機構の
「ねんき
んダイヤル」または年金事務所にご連絡
ください。
問ねんきんダイヤル☎０５７０－０５－１１６５
松戸年金事務所☎０４７－３４５－５５１７

国民年金保険料には、定められた月数
（注）分について一括で前納すると割引になる前納
割引制度があります。 割引額は口座振替がお得で、２年前納制度を利用するとさらに大き
な割引額となります。また、口座振替で月々の保険料を1カ月早めて納付する
「早割」
を利用
すると、年間６００円の割引があ （参考）1年分の保険料額（平成 29年度の場合）
納付方法
保険料額
割引額
ります
（別表参照）
。
毎月
（翌月末）
納付
19万7,880円
0円
注：現金前納は、
２カ月から月数
毎月
（当月末）
口座振替
（早割）
19万7,280円
600円
に応じて割引額が変わり、2年
現金による一括前納
19万4,370円
3,510円
前納も可。 口座振替一括前納
クレジットカードによる一括前納
19万4,370円
3,510円
は、
２年・
１年・
６カ月前納および早
口座前納による一括前納
19万3,730円
4,150円
口座前納による一括前納
（２年分） 37万8,320円
1万5,640円
割。クレジットカードによる一括
※平成
30年度の保険料額
（毎月納付）
は
19万
6,080円。割引額は未定
前納は、
２年・
１年・
６カ月前納。
２年前納、口座前納、クレジット前納の申し込みは２月末日まで
平成３０年度および平成３１年度の２年前納をする場合や、口座振替やクレジットカードで
平成３０年度の保険料の１年分や６カ月
（４月～９月）分の前納を希望する場合、口座振替を希
望する方は金融機関に、クレジットカード払いや現金による２年前納を希望する方は年金事
務所に、いずれも2月28日
（必着）までにお申し込みください。詳細は松戸年金事務所にお
問い合わせください。
問松戸年金事務所☎０４７－３４５－５５１７／国保年金課☎7150－6110

入所申し込み受け付け中

内＝内容

対＝対象

定＝定員

費＝費用

持＝持ち物

２月25日㈰～３月15日㈭
（土・日曜を除く。ただし、
２月25日は受け付け） ９時～15時30分

国民年金の前納割引制度

公的年金の受給者の皆さんへ

特別養護老人ホーム「花のいろ」

講＝講師

９時～17時
（８時30分
から受け付け）

問確定申告について…松戸税務署
（個人課税第１部門）
☎０４７－３６３－１１７１
市・県民税の申告について…市民税課☎７１５０－６０７３

かつ自宅で介護を受けることが困難な方
4月1日に、社会福祉法人あかぎ万葉が運営する を必要とし、
申 特別養護老人ホーム月の船
（開設準備室）で配布の
特別養護老人ホーム
（介護老人福祉施設）
「花のい
（社会福祉法人あかぎ万葉ホームページから
ろ」が開設されます。入所を希望する方の申し込み 申込書
ダウンロードも可）に必要事項を明記の上、〠270－
を受け付けています。
0135流山市野々下1－292特別養護老人ホーム月の
【施設概要】
船
（開設準備室）
へ郵送または持参※ケアハウス春の苑
▷所在地＝流山市中野久木421
（東深井）
、特別養護老人ホーム季の花
（西初石5）
でも
▷入所＝100床
（ユニット型）
配布・受け付け
▷ショートステイ＝空床利用
問同老人ホーム月の船
（開設準備室）
【入所申し込み】
対流山市の被保険者の方で、要介護3～5で常時介護
☎7197－2122
日＝日時

２月14日㈬～３月15日㈭
（土・日曜を除く。ただし、２月18日・25日は受け付け）

申＝申し込み

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）

口座振替で固定資産税・都市計画税を
納付している方へ

名義変更した場合は再度手続きを
固定資産税・都市計画税をすでに口座振替で納付している方で、昨
年中に相続や贈与などにより土地や家屋の名義を変更した方
（共有者
を含む）は、改めて口座振替の届け出が必要となります。 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。
申 口座振替依頼書
（注）に必要事項を明記の上、口座振替の開始を希
望する納期限の2カ月前までに、口座振替を希望する金融機関で直接
手続き※平成３０年度第１期から口座振替を希望する方は２月２８日ま
でに手続きを
注：市役所税制課、各出張所の窓口、市内の各金融機関の窓口で配布
問税制課☎７１５０－６０７２ ID 1000531

問＝問い合わせ

流山駅

県道松戸野田線

第1486号 平成30年1月21日㈰

4

市営自転車駐車場の利用申し込み

現地受付所

希望する駐車場の受付方法の確認を

流山駅

受付場所

流山駅西側第 1
流山駅現地受付所
※鰭ヶ崎駅は 3月 9日㈮・10日㈯
のみ臨時開設

定期利用料金（年額）

一般

自転車

原付
※
「×」
は駐車不可

高校生以下
現地受付所

3,080円

流山駅東側

1,540円

6,170円

初石駅東側第 1・第 3
初石駅現地受付所

現地受付所
現地受付所

4,930円

2,460円

5,550円

2,770円

×
9,870円
9,870円

初石駅西側

入賞者
（敬称略）
「日本の 暮らし支える 消費税」
千脇駿
（北部中）
【税の作文】
・松戸税務署管内納税貯蓄組合連
合会会長賞
（最優秀賞）
「インディアンの思想で税を考えよう」
杉浦雪珠
（東部中）
・千葉県税理士会松戸支部長賞
「税は身近なところで活かされている」
大井駿太
（西初石中）

学校給食の臨時配膳員を募集

シニアのための仕事説明会 in 流山
至運河駅

い

初石駅

毎年、松戸間税会では、税を身近に感じてもらうため中学1年生を対
象に税についての標語を募集し、全国納税貯蓄組合連合会では、税を正
しく理解してもらうため中学3年生を対象に税についての作文を募集
しています。
今年度の松戸税務署管内の応募総数は、標語が4,760作品（うち市内
9中学校からは1,335作品）、作文が5,512作品
（うち市内9中学校から
は1,065作品）
でした。入賞者は次のとおりです。
問税制課☎7150－6072

シルバー人材
至初石駅
センター
至江戸川台駅

「税についての標語・作文」の受賞結果

至流山おおたかの森駅

東口
現地受付所

至江戸川台駅

セブン-イレブンで豊富な経験を活かしてみませんか
東口

ID 1000790

西口
現地受付所

現地受付所

西口

でも相談室（地域包括支援センター）、高齢者
福祉センター森の倶楽部、
各福祉会館、各コ
現地受付所
ミュニティホーム、生涯学習センター（流山エ
ルズ）、各公民館、各図書館（初石・南流山・北部
分館を除く）
至江戸川台駅
問介護支援課☎ 7150－ 6531

中学 1・3年生から募集

【税の標語】
・流山市長賞
「安心して 暮らす未来に 消費税」
松野美香
（八木中）
・流山市教育長賞
「希望ある 社会を築く 消費税」
松原凪沙
（南部中）
・松戸間税会金賞
「消費税 日本の未来 築くため」
阿部菫（南部中）

運河駅

市内公共施設で閲覧できます

特設受付所

（鰭ヶ崎駅
東口
自転車駐車場内）

江戸川台駅

至梅郷駅

ATM

至江戸川台駅
至小金城趾駅
至初石駅

至平和台駅
至江戸川台駅 ×

高齢者なんでも相談室（地域包括支援センター）
第三者評価を公表

現地受付所
ATM

西口
現地受付所

×

初石駅東側第 2

市内 4カ所の高齢者なんでも相談室（地域
包括支援センター）のサービス向上や各事業
の公平・公正な運営の確保を図るために実施
した、平成 28年度事業の第三者評価の評価結
果がまとまりましたので公表します。
▷閲覧場所＝市ホームページ、市役所情報公
開コーナー、市役所介護支援課、各高齢者なん

現地受付所

東口

江戸川台駅西口第 1・第 2

×

江戸川台駅

3,080円

9,870円

西口

3,700円

6,170円

至運河駅
至江戸川台駅

初石駅

7,400円

江戸川台駅西口階層式 2階

●初石駅現地受付所

東口

江戸川台駅西口階層式 1階

運川
河台
駅駅
江戸
鰭ヶ崎駅

江戸川台駅西口現地受付所

江戸川台駅東口第 1・第 2

2,460円

西口

江戸川台駅東口現地受付所

4,930円

運河駅

3月1日㈭

運河駅西口

至梅郷駅

現地受付所
至小金城趾駅
至初石駅

至梅郷駅
至運河駅 至平和台駅

流山駅

運河駅堤防

県道松戸野田線

運河駅東口第 2

運河駅現地受付所

（３月9日・10日のみ受け付け）

自転車は抽選
（別表1参照）

（鰭ヶ崎駅
東口
自転車駐車場内）

至江戸川台駅

●鰭ヶ崎駅特設受付所

鰭ヶ崎駅
運河駅東口第 1
（原付）

特設受付所

西口
現地受付所

至平和台駅

至江戸川台駅
至小金城趾駅

至平和台駅

平和台駅第 1・第 2

特設受付所

（鰭ヶ崎駅
自転車駐車場内）

×

流山駅西側第 2

ATM

現地受付所
現地受付所

6,170円

東口

受付開始日

3,080円

至運河駅 至平和台駅

江戸川台駅
鰭ヶ崎駅

対象となる自転車駐車場

受付場所

6,170円

3,700円

至梅郷駅
至平和台駅

西口

別表 2：先着順の自転車駐車場

7,400円

●江戸川台駅現地受付所

●流山駅現地受付所
運河駅

2月 21日㈬～
3月17日㈯

2,460円

流山駅

2月19日㈪

高校生以下

至小金城趾駅

鰭ヶ崎駅

江戸川台駅東口階層式 2階

1月22日㈪～
2月9日㈮

一般

4,930円

（鰭ヶ崎駅
自転車駐車場内）

至江戸川台駅

県道松戸野田線

江戸川台駅東口階層式 1階

手続き期間

流山駅

運河駅東口第 1（自転車）

抽選日

県道松戸野田線

運河駅現地受付所

応募期間

定期利用料金（自転車、年額）

特設受付所

現地受付所

至平和台駅

対象となる自転車駐車場

江戸川台駅東口現地受付所

至梅郷駅

運河駅

別表 1：抽選の自転車駐車場

●運河駅現地受付所
至平和台駅
鰭ヶ崎駅

から流山市シルバー人材センター
（東初石 3）で公開抽選。当選者の
方は期間内に各現地受付所で定期利用料金をお支払いください。応
募は1人 1カ所のみ。		
②先着順（別表 2）
：3月1日から受け付け。各現地受付所で申請書に
必要事項を明記の上、定期利用料金をお支払いください。
※高校生以下の方は、手続きの際に学生証などが必要です。利用料
現地受付所
金の免除事由に該当する方は、別途免除申請手続きをお願いします。
問 流山市シルバー人材センター☎ 7155－3669 ID 1002167
県道松戸野田線

平成 30年度市営自転車駐車場（流山駅、平和台駅、鰭ヶ崎駅、運河
駅、江戸川台駅、初石駅）の利用受け付けを以下のとおり行います。詳
細は各現地受付所で配布するチラシをご覧ください。
●受付時間
平日：6時 30分～19時 30分／土曜：6時 30分～11時※日曜、祝日は休み
●受付方法・申請手続き
自転車駐車場により、受付方法が異なります。
①抽選（別表 1）
：1月22日～2月9日に各現地受付所で応募、2月19日10時

至平和台駅

市と株式会社セブン-イレブン・ジャパンが締結している「地域見守り
現地受付所
ネットワーク事業協定」に基づき、高齢者のライフスタイルや体力に合わ
ATM
せたセブン-イレブンでの雇用に関する説明会と個別相談会を開催します。
日2月21日㈬10時30分～12時
西口
東口
所ジョブサポート流山
（江戸川台駅前庁舎3階）
現地受付所
現地受付所
シルバー人材
対おおむね60歳以上の方 定
30人
（先着順） 費無料
至流山おおたかの森駅
センター
至初石駅
申市役所商工振興課に電話
問商工振興課☎7150－6085

千葉県がエアガンを
有害玩具に指定

障害者雇用・企業向けセミナー

千葉県は、威力の強いエアガンはその発射性
能により、人に危害を及ぼすおそれや、犯罪に使
用されるおそれがあることから、千葉県青少年
健全育成条例第12条第1項に基づき有害玩具に
指定しました。それに伴い、2月1日以降、事業者
は18歳未満の青少年に対して指定の基準に該当
するエアガンの販売、貸し付けが禁止されます。
違反した場合は、30万円以下の罰金または科料
が科せられます。
【指定された有害玩具】
▷種類＝玩具銃
▷名称・品名＝エアガン（通称）
▷形状・構造・機能＝圧縮空気、圧縮ガス、圧縮バ
ネなどの反動力を利用し、弾丸を発射させるも
ので、銃口から50センチメートル地点の弾丸の
運動エネルギーが0.135ジュール（銃口からおお
むね３メートルの距離にある四隅を固定した新
聞紙5枚を貫通する威力）を超えるもの
問千葉県県民生活・文化課☎043－223－2288

流山・柏・松戸・我孫子市の4市合同で、障
害者の雇用に関する企業向けセミナーを毎
年開催しています。今回は、事業所見学や
精神・発達障害者しごとサポーター養成講
座、
基調講演、
パネルディスカッションなど
を行います。
日2月16日㈮10時～16時30分
所松戸市民会館
対障害者を雇用している企業の方、障害者
雇用を検討している企業の方
定100人
（先着順）
費無料
申企業名、電話番号、担当者名、参加人数を
明記の上、1月22日から松戸市障害福祉課
にファクスまたはメール
問松戸市障害福祉課☎047－366－7348
FAX 047－366－7613
mcshougaihukushi@city.matsudo.

18歳未満の青少年への販売などが禁止に

認識と理解で
雇用は変わる !

chiba.jp

▷勤務日時＝学校給食実施日の10時～14時 ▷勤務場所＝市内小・中学校 ▷時間給＝890円（交通費別途）※応募方法な
ど詳細は、
お問い合わせください。問 学校教育課☎7150－6104

至
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健康寿命を延ばすために
今から始めるカラダ講座（全 3回）
「食べる、動く、笑う」
で健康に!

日頃の生活習慣を見直し、健康寿命について改めて考えてみませ
んか。専門家のアドバイスもあります。
日程

時間

2月14日㈬
2月21日㈬

13時30分
～15時

講師

内容

東京理科大学教授・
清岡智さん

あなたの運動習慣をチェック!
今から始める貯筋術

日本成人病予防協会
あなたはどっち? 健康でいられる人、
健康管理士・上原道康さん
いられない人の食習慣

2月28日㈬ 14時～15時 落語家・山遊亭金太郎さん

所文化会館

笑いで毎日健康～笑いがもたらす
健康効果を体感しよう

定50人
（先着順） 費無料

申電話

問文化会館☎7158－3462

き

た

落語会「山遊亭金太郎さん来る」

気軽に参加できる座談会

誰もが地域で安心して暮らすために

向小金クリニック院長・大津直之さんによ
る講演会「認知症の基礎知識、接し方」と、認
知症について気軽に意見交換を行う座談会
です。
日2月18日㈰10時～12時
所 野々下福祉会館 対 市内在住・在勤の方
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）に電話またはファクス
問同相談室☎7148－5665
FAX 7141－2280 ID 1000832

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
葛市民後見人の会の方が応じます。お気軽にご相
談ください。
日1月26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
（先着順） 費無料
ている方やご家族など 定3人
申社会福祉協議会に電話
問同協議会☎7159－4735

若年性認知症を学ぶ勉強会

笑顔でイキイキ明るい健康生活

（流山市健康づくり推進員協議会主催）

若年性認知症家族会アルバの会・青津彰さんを
講師に招き、ワークショップを開催します。若年
性認知症について学び、どのような支援ができる
か考えてみませんか。
日2月17日㈯13時30分～15時30分
所生涯学習センター
（流山エルズ）
対 ①若年性認知症に関心があり、支援したいと考

しん う

落語芸術協会真打ちで同協会監事の山遊亭金太郎さんをお招き
し、
「笑いの効用と落語」
を披露していただきます。楽しい落語で皆
さん一緒に笑いましょう。
日1月31日㈬10時15分～11時30分
（9時40分から受け付け） 所生涯
（先着順） 費無料 申不要
学習センター
（流山エルズ） 定150人
問保健センター☎7154－0331

おもちゃドクターが壊れたおもちゃを修理し
ます。親子で修理体験もできます。
日 1月 27日㈯ 9時～11時 30分
所クリーンセンター
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
ページをご覧になるか、クリーンセンターにお
問い合わせください。

スクスク子育てプログラム

テレビなどで話題の、赤ちゃんに背景や小
物をつけて撮影する「おひるねアート」で、か
わいい姿や表情を思い出の一枚に残します。
日 2月 2日㈮ 13時～14時、
14時～15時
所野々下福祉会館
講 日本おひるねアート協会認定講師・穂刈真
織さん 対市内在住・在勤で0歳～1歳半の親
子 定各 5組（先着順） 費 無料 持カメラま
たはスマートフォン
申 1月 22日から電話
問野々下福祉会館☎ 7145－ 9500

壊れたり、使わなくなった不用なおもちゃが
ありましたら、おもちゃ病院にお持ちください。
提供いただいたおもちゃは修理または、ほかの
おもちゃの部品として再生し、必要としている
子どもたちの手に届けます。
問クリーンセンター☎ 7157－ 7411

観察会）
：19時～20時30分
（18時30分から受け付け）
所文化会館
定員
（先着順）

費用

各10人
（4回実施）

700円

アクリル星座板作り

各20人
天体望遠鏡工作教室 （3回実施。1回目のみ
28人まで）
昼の部

立体星座作り

各20人
（4回実施）

500円

化石レプリカ作り

各20人
（20分ごとに実施）

300円

4D2U宇宙シアター

各12人
（6回実施）

ポンポンホバー

申し込み

2,500円
※オプションパーツ
は別途200～1,200円

200円

ベッコウ飴作り

文化会館
に電話

お子さん連れも大歓迎♪

夜の部

定 30人
（先着順） 費 500円

持タオル、
飲み物、
動きやすい服装

申電話または直接窓口へ

問南流山センター☎7159－4511

ID 1014865

所＝場所

笑いヨガで
ストレス発散!

講ヨガインストラクター・出口真由子さん

無料

講＝講師

内＝内容

対＝対象

定＝定員

費＝費用

持＝持ち物

申＝申し込み

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）

①請求者の印鑑②請求者名義の預金通帳またはキャ
ッシュカードの写し③請求者名義の健康保険証または
年金加入証明書の写し④請求者・配偶者のマイナンバ
ーカードまたは通知カード⑤請求者の本人確認書類
（運転免許証、マイナンバーカードなど）
※④⑤は郵送での申請の場合は写しを添付

※どちらの手続きも、対象児童と別居している場合は別途
「別居監護申立書」
、マイナンバー入り
の対象児童世帯の住民票が必要
※代理人の方が申請する場合は、上記の持ち物に加え、委任状と代理人自身の身分証明書が必要

所南流山センター

星空観察会
（天体観測）

持ち物

主に第二子以降
児童手当などの額の
①請求者の印鑑②請求者の本人確認書類（運転免許
が生まれたなど
改定の請求および
証、マイナンバーカードなど。郵送での申請の場合は
対象児童数に増
届出
写しを添付）
減が生じた方

日 2月7日㈬ 13時～14時

定員なし

対象

児童手当などの受給
主に第一子が生
資格および児童手
まれた方、
流山市
当の額についての
に転入した方
認定請求
（新規申請）

子育ての悩みや、小学校就学に向けて
「ことば」
「発達」で心配なことなど、みん
なで話しませんか。ミニ講話「小学校入
学前の一年間のすごし方」
もあります。
日 2月23日㈮10時～12時
所南流山センター
対年中
（4歳児）
の保護者
定 15人
（先着順） 費無料
申 1月23日から幼児教育支援センター
へ電話
問 幼児教育支援センター☎7154－8081

不要

問文化会館☎7158－3462

日＝日時

手続きの種類

悩みを話してみませんか

日 2月17日㈯昼の部（サイエンス教室）
：10時～16時30分、夜の部（星空

講座名

昨年 11月13日から情報提供ネットワークシステムを用いた情報連携
が始まったことに伴い、児童手当申請時の持ち物が一部変更となりまし
た。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。

年中
（4歳児）
保護者の
子育て相談会

科学のお祭りを開催!

ID 1017020

問子ども家庭課☎ 7150－ 6082

ID 1016384

キッズサイエンスデー&星空観察会

える市内在住の方②市内在住・在勤の医療・介護専
門職の方
定30人
（先着順） 費無料
申 市役所介護支援課へ電話または氏名、電話番
号を明記の上ファクス
問介護支援課☎7150－6531 FAX 7159－5055

マイナンバーや本人確認書類をお忘れなく

おもちゃのリサイクル

ID 1016999

できることを考えてみませんか

児童手当申請時の持ち物が一部変更

おもちゃ病院
おひるねアート撮影会

成年後見制度の
無料相談

認知症とともに暮らす
まちづくりの会

問＝問い合わせ

ID 1001252

博物館子ども教室

包んで結んでふろしきレッスン
昔から使われてきた便利なふろしき。丸いものや
四角いもの、いろいろなものの包み方を学んでみま
せんか。
日 2月10日㈯13時30分～15時
所中央図書館 対小・中学生
定 １度に作業できるのは10
人まで
（随時入れ替え）
費 無料 持 75cm四方程度の
ふろしき
（お持ちの方のみ）
申不要
問博物館☎7159－3434
ID 1017022

子育てママの
リフレッシュ・ヨガ
（全2回）
赤ちゃん連れも大歓迎!

日 2月14日㈬、
3月14日㈬いずれも10時～12時
所南流山福祉会館

講ヨガインストラクター・宮澤奈

美さん 対市内在住・在勤・在学の子育てママ
定 15組
（先着順） 費各 500円 持バスタオル
申 1月22日から電話または直接窓口へ
問南流山福祉会館☎ 7150－4320
ID 1014564

第1486号 平成30年1月21日㈰
所一茶双樹記念館

▷勤務場所=市内小・中学校※1人当た
り2～3校を担当
▷時間給=950円
（交通費別途）
内 学校図書館内の環境整備や運営など
申 市役所指導課で配布する所定の様式
（市ホームページからダウンロードも
可）に必要事項を明記の上、2月5日（必
着）までに〠270－0192流山市役所指
導課へ郵送または持参
問指導課☎7150－6105

うんがいい! 朝市
うんがいい! 朝市は、
今回で90回を迎
えます。感謝の気持ちを込めて、先着
90人の方に新川耕地で育てた「うんが
いい! 黒米」
（新米）
をプレゼントします。
日 1月27日㈯8時30分～12時30分
※雨天中止 所 運河水辺公園
内 近隣農家の産直野菜、子どもワーク
ショップ、姉妹・友好都市の名産品など。
ライブはジャズフォーク集団・かつしか
動物公園※駐車場はありません。
【うんがいい! 朝市90回ありがとう展】
来場者や出店者などの笑顔の写真や
これまでの販売品の写真などを展示す
つな
るほか、大勢の市民が歌い繋いで作成さ
れたリップダブの映像を上映します。
日開催中～1月31日㈬

講音楽講師・比嘉りとさん

申不要

問名都借福祉会館☎7144－5510
ID 1014396

★ふれあいサロン シニアの方対象
日 2月9日㈮・23日㈮15時～16時30分

定各 50人
（先着順）

費 1回100円
（お茶とお菓子付き）

申不要

問南流山センター☎7159－4511

★お抹茶を楽しむ会
日 2月11日㈷10時～15時

問 秘書広報課☎7150−6063 ID 1007526

イベント
うた

■ 三陸の譜 畠山孝一展「生命の宿るがごと
く」
(森の美術館主催、市後援 )=開催中～5月
6日㈰ 10時～16時(4月4日～5月6日は17時
まで)、森の美術館(大畔)。600円 問 森の美
術館☎ 7136－2207
■自然・季節の出会い 小野一康写真展 =1
月21日㈰～3月25日㈰ 10時～16時 (水曜
ゆう
休館 )、ギャラリー愉 YOU
（南流山 8）
。無料
問新井☎ 090－5577－0201
■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 )=1月28日㈰、3月18日
㈰いずれも9時～15時、柏の葉公園※雨天
中止問小暮☎ 090－3529－0007
■日韓交流親善コンサート2018 in 流山～韓

ク

第357回サロンコンサート
▶日時＝1月26日㈮ 12時 15分～12時 45分
▶場所＝市役所 1階ロビー
▶テーマ＝オペラ～永遠に輝く名曲～
▶曲目＝「セビリアの理髪師」より「今
の歌声は」／ロッシーニ、
「清教徒」
よ
り
「ああ! 永遠に君を失ってしまった」
／ベッリーニ、
「マノン レスコー」
より
「ひとり寂しく」／プッチーニ、
「ルイ
ザ ミラー」より「穏やかな夜」／ヴェ
ルディ、
「リゴレット」より「いつかあ
なたに会ったときから」／ヴェルディ
▶出演＝里舘雅江、了寛明日香（いずれ
もソプラノ）
、冨田裕貴（テノール）
、大
川裕貴
（バリトン）
、
板倉寿美子
（ピアノ）
▶費用＝無料
問 流山市音楽家協会・橘
☎7158−4543 ID 1001708

特定最低賃金が改正
特定の業種の事業所で働く労働者に
適用される
「千葉県特定
（産業別）最低賃
金
（6業種）
」が、昨年12月25日に改正さ
れました。詳細はお問い合わせください。
問千葉労働局労働基準部賃金室
☎043－221－2328

国の音色に誘われて～(日韓交流rainbow主
タカ支部 =日曜以外の毎日 13時～16時、
レンジメント)＝第 3土曜 14時～16時、主に
催、
市教委後援)=2月3日㈯14時30分～16時、 思井福祉会館 問林☎ 7159－3525
キッコーマン アリーナ ほか 問 西川☎ 090
生涯学習センター(流山エルズ)。2,000円※
■美しが丘女声合唱団 =毎週木曜 10時～
－7567－3701
に い
きむ
■アミーゴス(ペルー出身の先生からスペイン
要申し込み問金☎ 090－6543－6615
12時 30分、主に流 山 福 祉 会 館 問 二 居 ☎
まい む
語を学ぶ)=第1・3木曜9時～12時、主に生涯
■初心者社交ダンス無料講習会 (舞 夢 流山
7150－4746
主 催 )=2月6日㈫・13日㈫ 12時 30分 ～13
■流山ブリッジクラブ（トランプ競技の実技
学習センター(流山エルズ)問 松沢☎ 7159－
時 30分、南流山センター。無料※要申し込
と勉強）
=毎週月・金曜、
第2・4木曜13時～16時
2863
の むら
■ひまわり体操(ストレッチ、筋力トレーニン
み問能村☎ 7158－3145
30分、主に北部公民館 問 岡田☎7155－5672
グ、軽スポーツ)=毎週木曜10時～11時30
■柏の葉 ふれあい歌声サロン ((一社 )柏の
■少林寺拳法シニア流山初石健康クラブ
葉カレッジリンク・ネットワーク主催 )=2月10 （護身と健康）=毎週火・木曜 19時～20時
分、主に流山福祉会館問中村☎ 080－2043
日㈯ 13時から、千葉大学環境健康フィール
30分、常盤松中学校。 毎週金曜 10時～11
－0671
■エアロビクス カメリア(ダンスとストレッ
ド科学センター (柏市 )。700円 問 小野☎
時 30分、主にコミュニティプラザ 問 石井☎
チ)=毎週水曜10時45分～11時45分、さわ
080－5963－4567
090－2304－9271
■子育てママの応援講座 (全 2回 )(全国友の
■書雲会(書道)=第2・4木曜10時10分～12時、 やかちば県民プラザ（柏市）問 南☎ 7143－
会流山支部主催、市教委後援)=2月16日㈮・ 主に北部公民館 問 松原☎ 7153－4027
4352
23日㈮ 10時～12時、生涯学習センター(流
■流山スクエアダンスクラブ=月3回土曜13時
■ダ・カーポ流山 (オカリナアンサンブル )=
～14時30分、南流山センターまたは生涯学習
毎週火曜 13時～16時、主に赤城福祉会館
山エルズ )。1,000円※要申し込み 問 竹本
☎ 090－4017－5539
問金井☎ 050－8002－8390
センター(流山エルズ)問 高野☎ 7154－2820
や と や かい
■東部男の料理作ろう会=第2水曜10時～
■気功太極拳(八十八会 )=毎週月曜、主に初
会費など詳細は
石公民館。毎週水・金曜、
シルバー人材センター
13時、主に東部公民館 問 小野田☎ 7145－
問い合わせを
3885
（東初石3）
。いずれも10時〜11時30分問長
■(一社 )日本スポーツ吹矢協会流山市フジ
■宮園ガーデンクラブ (生け花とフラワーア
谷川☎ 7154－9772

サークル

こ とし

こうのす台

江戸川台東

宮園

熊谷 冨貴子

山崎 純子

瀧沢 幹男

鈴木 寛

一月作品

江戸川台東

津金 實

選 （流山市東深井８６５ ︱１１１）

こ ぞ

野々下

まぶ

原稿は直接選者へお送りください。※必ず住所・氏名（フリガナ）を明記してください

はさみ

水見壽男

けんこう

余生なぞまだまだ先ぞ去年今年
初日浴び鴨浮く運河きらめきて
つつが
み そ
恙なき八十路のふたり味噌おでん
小気味よき庭師の鋏松手入
父と子が見えつ隠れつ冬木立

うべな

）

松島 択海

岩下 朋子

戸谷 ヤエノ

日 2月 8日㈭ 10時 40分～13時 40分 所 ららぽーと柏の葉
染物などの販売 問 同支援学校☎ 7133－ 5631

なが

こす

選 （流山市松ケ丘４ ︱５０５ ︱

だる ま

90

【評】一句目 意気軒昂にして、老いを忘るる老二人。まことにお目出度い次第である。
長寿社会のこれからは老いを楽しみ、 老いの今を生き、 生き抜く心の姿勢が大切であ
る。肉体もさること乍ら、心の生き方こそと、諾う思いや節。二句目 利根運河吟詠の
一句か。いかにもゆるやかな流れのきらめきと、鴨の影をまとめる初日の季節感が眩し
い。美しい新春のきらめきである。三句目 八十路の恋愛ごっこをさせている味噌おで
ん。武者小路実篤の
「仲よき事は美しき哉」の一書が思い浮かぶ。四句目 庭師の鋏遣
いはまさしく眩しい技である。仕上ってゆく松の姿もまた優雅である。五句目 冬木立
の近道を潜りくる父子の姿に、情感が通う。中七が父子の戯れの様子を描き、冬木立
が舞台仕立てで味のある一句となっている。

武田静江

て

流山

江戸川台東

東深井

にらめっこするには小さな物と掌の達磨を擦き棚上に置く

ふき

あつ

せいひつ

）

聞き流しし筈の一言蕗むけば薄きその皮か指にからまる

信

選 （埼玉県吉川市平沼 226 ー

吉田

冬の日の光と影を一人居の部屋に写して雲流れゆく

小林稔

東初石

【評】年配者にとって冬は厳しい季節だ。せめて熱い酒とほかほか
鍋には癒される。ずいぶんと長い人生の道を歩いてきたものだ、と
満足と諦めの想いをこめて振り返るだろう。年金生活者という気
楽さに浸り、新年を迎えた喜びを、衰えていく体力と相応に身に感
じて、
幼子のような従順な気持ちで生きていきたいものである。

【評】松島氏 達磨は開運の縁起物として、神仏に祈願し目的に適った時には、目玉に
丸く、黒く塗りこめる習わしとして信仰が篤い。棚の上に飾る前の一こまであろう「に
らめっこするには小さな物」ユーモラスに掌の上の達磨に、話しかける作者の遊び心と、
少しばかりの頼りなさと、ペーソスが入り交じった佳品。岩下氏 指にからまるほどの
薄い蕗の皮なのであろう。それは振り払おうとしても、付きまとうという「聞き流しし
筈の一言」の比喩が効果的で状況もよく伝わり暗示的な一首。戸谷氏 日差し麗らか
な早春のひと日、ひとりの部屋に日常を離れての、時間の流れ、空間とその背景、雲の流
れの風姿を保ちながら「光と影」
は作者の心底の投影であろう。静謐なひとときの実感、
詩情のよさである。

年金生活者

烈風で葉が散り落された街路樹
行き交う人々の厚着姿に混じり
風など何のその 若者たちは足早に歩いて行く
思うに進まず ままならぬお年寄りたちは
日ごとに沈みゆく気力と体力に持ちこたえ
いちめん分厚い鉛色の雲の下
まもなく純白の花が舞い降りる春を待ち望む
自然の摂理は突然やってくる
北国では大雪で人も車も立ち往生
そんな中でも冷雪寒風に悦び戯れる子供たち
はち切れんばかりに尾を振り駆け回る犬たち
睦月の夜は長い されど熱燗と熱鍋に心がほぐれ
一 杯 、一 杯 、も う 一 杯 と ち ょ こ を 傾 け る た び
徳利はいつの間に一升瓶を空にする気配
突然に妻の声が鳴り響く
「あんた年金生活者でしょう！」
「はいそうです」
素直にオレさまは引き下がる
今宵は邪な夢は見ずに
おとなしく寝るとしよう

1

県立柏特別支援学校の販売会

はぐ

こう ね かい

所名都借福祉会館

高校、大学などへの入学時や在学中に
かかる費用を対象として、㈱日本政策金
融公庫が公的な融資を行います。詳細
はお問い合わせください。
▷融資額＝お子さん1人につき350万円
以内
▷金利＝固定金利
（年1.76%（平成29年
11月10日現在）
）※在学期間内は利息の
みの返済で利用可
問 教育ローンコールセンター☎0570－
008656
（ナビダイヤル）
、
☎03－5321－
8656
（IP電話など）

わ

①珈琲・抱×暮ラシカルデザイン編集室
ハンドドリップコーヒーのレクチャーと
カフェトーク
日2月5日
（月）
13時30分～16時
定 12人
（先着順） 費 3,700円
（材料代
含む。コーヒーとケーキ付き）
申灯環
（☎7158－0221）
に電話
②こなとわマルシェ
近隣の人気店が集まり、こだわりのパ
ンやお菓子、
野菜を販売します。
日 2月11日㈷・
12日（振休）10時30分～17時
30分
※詳細は灯環のホームページをご覧く
ださい。
【共通事項】
所蔵のカフェ＋ギャラリー灯環
（流山1）
問流山本町・利根運河ツーリズム推進課
☎7168－1047

音楽サークル「好音会」の大正琴の伴
奏で、
思い出のうたを歌いませんか。
日 2月18日㈰13時30分～15時
所初石公民館 定 200人
（先着順）
費無料 申不要
問初石公民館☎7154－9101

日2月6日㈫13時30分～15時

所南流山センター

と

蔵のカフェ+ギャラリー灯環
早春カフェ＋こなとわマルシェ

★皆で歌おう心のうたを!!

★名都借 歌の広場

国の教育ローン
お子さんの教育資金をサポート

（月・火曜休館）

し込みも可
問一茶双樹記念館☎・FAX 7150－5750
info@issasoju-leimei.com

その他

定50人
（先着順） 費無料

所運河駅ギャラリー
（運河駅自由通路）

問利根運河交流館☎7153－8555

申電話、ファクスまたはメール※当日申

ID 1017258

対市内在住・在勤・在学の方

定 40人（先着順）

費 500円
（お茶とお菓子付き）

6

内 生徒が生産した野菜や花、木工・陶芸・手工芸品、

第1486号 平成30年1月21日㈰

7

ながれやまノート

着順） 持スリッパ、持ち帰り用の袋、①は
水彩絵の具も
（お持ちの方のみ）
申1月22日から電話
問野々下福祉会館☎7145－9500

★は市または指定管理者などの主催のもの

講座

★木の図書館 教養講座
はじめての読み聞かせ講座

★寺子屋講座
アンギン織を体験しよう

★コミプラパソコン教室
日 2月13日㈫・14日㈬9時30分～12時

日2月10日㈯10時～11時30分

所東部公民館 講 鎌ケ谷市立図書館司書・

蓮沼眞理子さん 対読み聞かせに関心の
（先着順） 費500円
ある方 定20人
持お好きな絵本1冊 申1月23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

日 1月25日㈭10時～11時30分 所 博物館

定 1度に作業できるのは10人まで
（随時

入れ替え） 費無料 申不要
問博物館☎7159－3434

★みりん学講座
（冬）
冬の食材でみりんの魅力に迫ろう

ID 1017084

★今、はやりのポールウォーキング

今回は、冬の食材のブリ、里芋、リンゴ
を使って、みりんの魅力に迫ります。学ん
で、食べて、流山の名産
「みりん」
への関心
を深めませんか。
日２月１日㈭10時～12時 所南流山セン
こうじ
（一社）日本 糀 文化協会・大瀬由
ター 講
（先着
生子さん、川浦智子さん 定 20人
（テキスト・材料代）
順） 費2,000円
申１月２3日９時から博物館に電話
問博物館☎7159－3434

日 2月5日 ㈪・26日 ㈪15時 ～16時30分
所 南流山センター

講ポールウォーキン

グ協会ベーシックコーチ･小林幹夫さん
対市内在住・在勤・在学の方 定各15人
（先
（別途ポールレンタル
着順） 費1回500円
タオル、
動きやすい
代100円） 持飲み物、
服装、運動靴 申電話または直接窓口へ
問南流山センター☎7159－4511

①ののした水彩画教室
支持体研究 縦縞の溝が入った紙に描く
「支持体」
とは絵を描く土台のことで、紙
やキャンパスなどを指します。
日 2月13日 ㈫9時30分 ～11時30分
費2,000円
（資料・材料代）
   ID 1016344
②いろいろアート レモンを描く
パール絵の具とオイルパステルを使っ
てレモンを描きます。
日2月13日㈫13時～15時
費1,000円
（材料代） ID 1016343
【共通事項】
所 野々下福祉会館 講アートハウスいろ
いろ所属・造形作家・上谷知沙子さん
対市内在住・在勤・在学の方 定 10人
（先

生涯学習センター（流山エルズ）の講座
期

日

時

間

費

用

12時15分～
15時

各2,000円
（材料代別途）

②手作りお菓子

1月23日㈫：シュークリーム
2月1日㈭：チョコレートスフレ
ロール

10時～12時

各1,800円
（材料代含む）

③パソコン講座

❶ワード基礎：2月5日㈪～7日㈬
❷エクセル入門❸インターネット
入門：2月14日㈬～16日㈮
❹パワーポイント2016：
2月26日㈪・27日㈫

❶❷❹
10時～12時
❸13時～15時

❶❷❸各3,000円
❹2,000円

1月27日、2月24日、
3月24日の土曜

①カルトナージュ

④街並みスケッチ1

1月26日～3月30日の金曜

⑤骨盤ストレッチ
&シェイプアップ

毎週水曜
（第3水曜は休館のため翌日）

⑥ソフトエアロビクス
（初心者向け）

硫黄酸化物
（ppm）
大気質・排出ガス

環 境 測 定 結 果

項目

（平成29年11月）

法・条例に
よる規制値

保証
数値

測定
数値

—

10以下

1未満

窒素酸化物
（ppm）

250以下 30以下

11

塩化水素
（ppm）

430以下 10以下

2未満

ばいじん
（㎎ /㎥ N）

80以下

5以下

1未満

水銀
（㎎ /㎥ N）

—

0.03
以下

0.005
未満

ダイオキシン類
（ng−TEQ/㎥ N）

1以下

0.01
以下

0

問 クリーンセンター☎7157－7411

ID 1016411

日＝日時

所＝場所

講＝講師

内＝内容

所クリーン

（多数抽選）
センター 定20人
費 300円
（材料代） 持古バスタオルまた
は古布、布切りはさみ、昼食 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、2月5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

縦覧 どなたでもご覧になれます

対＝対象

1回400円
持 上履き

青田

①騒音

時間

10

51

13

28

②NO2

日

0(0)

0(0)

0(0)

0(0)

③SPM

有・無

無

無

無

無

日1月23日㈫11時～12時

所市役所

内平成30年度の教育施策について

申当日10時50分までに会場へ
※議題・審議内容により一部非公開とな
る場合があります。
問企画政策課☎7150－6064

申不要

所クリーンセンター

内一般廃棄物処理基本計画について

問クリーンセンター☎7157－7411
ID 1009622

求人
★介護認定調査員
要介護認定の判定を行うための訪問
調査
（1日2件程度）を実施する介護認定
調査員を募集します。
▷勤務日時＝平日9時～17時
▷時間給＝1,310円
（交通費別途）
（応相談）
▷勤務開始日＝平成30年2月以降
▷応募資格＝次の全てを満たす方①介
護支援専門員
（ケアマネジャー）などの
資格を有する方②都道府県が実施する
認定調査員新規研修を修了した方また
は千葉県が実施する認定調査員新規研
修
（3月16日）を受講できる方③普通自
動車運転免許証を有する方
申履歴書に必要事項を明記の上、資格を証
明する書類の写し、認定調査員研修修了証
の写し
（修了済みの方のみ）
、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 1015598

★学校サポート看護師
▷勤務日時＝1カ月14日以内、1日6時
間以内
▷勤務場所＝市内小・中学校
内 児童・生徒の医療的な救急処置、養護
教諭の補助、特別活動および課外活動へ
の協力
▷時間給＝1,450円
（交通費別途）
▷募集人数＝若干名
▷応募資格＝看護師免許状を有する方
▷任期＝平成30年4月1日～平成31年
3月31日
（1年間）
▷選考＝書類審査の上、
面接など
申履歴書に必要事項を明記の上、2月23
日
（必着）までに〠270－0192流山市
役所学校教育課へ郵送または持参
問学校教育課☎7150－6104
ID 1001360

所市役所

内入札および契約手続きの運用状況について
問財産活用課☎7150－6069
ID 1009485

★学校図書館司書
（臨時職員）
※要図書館司書資格
▷勤務日時=週2～3日、1日5時間以内
（平日のみ。月8～12日程度）※時間は
学校により変動あり

市では、協働まちづくりの実現に向けて、公共の一翼を担う自主的な市民活動公益
事業に対して「流山市民活動団体公益事業補助金」
を交付しています。
市民団体の創意工夫をこらした公益事業に、
ぜひご参加ください。
問コミュニティ課☎7150－6076

高齢者向けフリーペーパー
「Back Up」
創刊記念ロコモ体操セミナー
ラ イ ズ アップ

（NPO法人Rise u p女性サポート実行委員会主催）

上り

下り

合計

43,988

45,640

89,628

①昼60デシベル・朝夕55デシベル・夜50デシ
ベルの協定値を超えた時間
②連続した3カ月間に日平均値が0.04ppmを
超えた日数
（0.06ppmを超えた日数）
③日平均値が0.10㎎／㎥を超えた日が2日以
上連続したことの有無
問 環境政策・放射能対策課☎7150−6083

持＝持ち物

★総合教育会議

日2月7日㈬13時30分から

市民活動公益事業便り

（平成29年11月）

費＝費用

会議 どなたでもお聴きになれます

日2月6日㈫14時から

11時～12時

定＝定員

たことに伴う流山市森林整備計画の案
問農業振興課☎7150－6086

★入札監視委員会

12時15分～
13時

④日平均
交通量

内県の千葉北部地域森林計画が定められ

所初石公民館

1回400円
持 バスタオル

若葉台 西初石 東初石

30分～17時15分 所市役所農業振興課

問都市計画課☎7150－6087

9時～11時

項目

日 1月29日㈪～2月28日㈬の平日8時

日2月3日㈯10時から

1万円（全10回、
別途用紙代4,000円）

常磐自動車道

★流山市森林整備計画

★初石駅施設整備に係る意見交換会

申 問 生涯学習センター
（流山エルズ）
☎ 7150－7474

クリーンセンター大気質

日 2月19日㈪10時～16時

た てじ ま

自治会などと共に、住みよい地域のた
めに交流事業などを実施する人材の探
し方を、
楽しく分かりやすく学びます。
日2月3日㈯9時30分～11時30分
所 クリーンセンター 講 市民社会パー
トナーズ代表・庄嶋孝広さん 対市内在
（先着順）
住・在勤・在学の方 定 60人
費 無料 申 市役所コミュニティ課に電
話または団体名、参加者名などを明記の
上、
ファクス、
メール
問コミュニティ課☎7150－6076
FAX 7159－0954
komyuniti@city.nagareyama.
chiba.jp

講座名

★リサイクル講座
洗える健康布ぞうりづくり

ID 1017047

★野々下福祉会館の講座

★地域に関わる人材の探し方講座

30分 所コミュニティプラザ 内①入
門②ワード③エクセル④写真⑤メール・
インターネット⑥その他よろず受け付
け※①～⑥から1つ選択。個人指導
定10人
（先着順） 費 2,500円 申 電話
問コミュニティプラザ☎7155－5701

★廃棄物対策審議会

さびない心と体でイキイキと老後を楽しむ
「プラチナライフ」を目指し、健康に役
立つ情報などをお伝えする高齢者向けフリーペーパー「Back Up」を昨年12月に創
刊しました。創刊を記念して体操セミナーを開催します。介護予防のため、椅子を
使った簡単エクササイズで日常生活に必要な運動機能を維持しましょう。
日 ①1月30日㈫14時30分～16時②2月13日㈫13時～14時30分 所 ①野々下福祉
会館②生涯学習センター（流山エルズ） 講 フィットネスインストラクター・佐々木
みち よ
務代さん 定各30人（先着順） 費1回500円 申電話
問伊藤☎7103－8249

申＝申し込み

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）

問＝問い合わせ

毎月1日・11日・21日発行

1 21

●〒270−0192 千葉県流山市平和台1−1−1 ☎04-7158−1111（代表）
●流山市のホームページアドレス http://www.city.nagareyama.chiba.jp/

ワクワクがとまらない!

●発行／流 山 市
●編集／秘書広報課

【予算】
一 般 会 計 ＝ 389億3,562万6千円
特別・企業会計 ＝ 352億5,136万8千円

南流山屋台フェア

1月 27日
㈯

ながれやま
123456789
高校演劇フェスティバル
各地のご当地グルメが集結する「南流山屋台フェ
ア」。駅前にさまざまなグルメが並ぶほか、今年は流
20分シアター vol.9
山生まれの白みりんを使ったトマトベースの鍋「ミリ
今回のテーマは
「前夜祭」

演劇を学ぶ高校生が「前夜祭」をテーマに、20分間とい
う限られた時間の中で、涙あり、笑いあり、ときめきありの
15のショートストーリーを繰り広げます。若さあふれ、心
温まる劇場にぜひ、
お越しください。
日 2月 4日㈰ 10時～17時
（9時 30分開場）
所文化会館 費無料 申不要
▷参加校
（予定）
＝流山おおたかの森高校、流山南高校、東葛
飾高校、県立柏高校、柏中央高校、柏の葉高校、流通経済大学
付属柏高校、野田中央高校、松戸国際高校、専修大学松戸高
校・中学、船橋芝山
高校、松 戸 馬 橋 高
校、日本体育大学柏
高校、西武台千葉高
校の15校
問文化会館
☎ 7158－ 3462
ID 1014864

トマ流山鍋」が登場 ! 200食限定で販売します。
また、会場でお買い物をすると参加できる、毎年大人
気の大抽選会を今年も開催。ほかにも腕自慢の大道芸
人によるパフォーマンスなどお楽しみが盛りだくさん!
ぜひ、ご家族や友達と一緒にお越しください。
日 1月 27日㈯ 11時～19時※小雨決行、
荒天中止
所南流山駅南口駅前
問マーケティング課☎ 7150－ 6308 ID 1016148

出店予定のご当地グルメ
白みりんのせんべい焼
き体験（流山市）
、しらす丼
（神奈川県）
、横手焼きそば
（秋田県）
、伝説のキーマド
ライ（東京都）
、勝浦タンタ
ンメン（千葉県）
、中津か
ら揚げご飯（大分県）など
多数

1月26日は文化財防火デー

廣壽寺で
消防訓練を実施
こ

う

じ

ゅ

かんのん ぼ さつ ざ ぞう

問消防本部予防課☎ 7158－ 0270

ながれや ま
すたいる

豪華賞品が当たるかも !? ワクドキ大抽選会
会場でお買い物した方に抽選券をお渡しします（な
くなり次第終了）
ので、
ぜひご参加ください。
▷時間＝15時から

みりん香る ! ミリトマ流山鍋
トマトベースに白みりんを合わせた新感覚!? の鍋。
流山産のネギやホウレン草も入った鍋は、この日のた
めに考案された特別レシピです。レシピは当日公開し
ますので、ご自宅でも作ることができます。地元の食
材がいっぱいの鍋をみんなで食べて、ほっこり温まり
ましょう。
▷時間＝ 17時から販売※ 200食限定 費 200円

バス・タクシー乗り場が変更
イベント当日は南流山駅南口が終日通行止めに
なるため、終日のバス乗り場と7時～22時のタク
シー乗り場が南流山駅北口となります。ご迷惑を
お掛けしますが、
ご協力をお願いします。

秋田県の横手焼きそば

市内の体験農園で、農業の専門家から野菜作りの
基本を学んでみませんか。初めての方でも土作りか
ら収穫まで楽しめます。家族と一緒に、新たな趣味の

一つとして、
体験農園をご利用ください。
問農業振興課☎ 7150－ 6086
ID 1002229
きゅう べ え

体験農園野良

オーチャード・ガーデン㈱水代果樹園
※水の配管、
物置
（有料）
、
駐車場あり

流山おおたかの森 久兵衛
体験ファーム

所在地

上貝塚104

向小金3－179

東初石5丁目16の東側

期間

3月～平成31年2月
（12カ月）

3月～平成31年2月
（12カ月）

1年間

区画面積

1区画40平方メートル

1区画20平方メートル

1区画3または10平方メートル

講義・指導

毎月第1・3土曜
※2月上旬に説明会を開催予定

月1回
（2～11月）

月1回程度の栽培講習会、
週3～4回菜園アシスタント出勤

費用
（1期）

3万円
（使用料、
講義・指導料、
種苗代、
肥料代含む）

3万円
（使用料、
講義・指導料、
種苗代含む）

月額4,908円から

作付け品目

枝豆、
ジャガイモ、
トマト、
ナス、
キュウリ ほか

ピーマン、
シシトウ、
トマト、
ナス、
キュウリ ほか

トマト、
キュウリ、
ハクサイ、
キャベツなど約20種類

申し込み

2月28日までに電話、
ファクスまたはメール
（先着順）

電話、
ファクスまたは
メールで随時受け付け

電話またはメールで随時受け付け

問い合わせ

福井☎090－8007－0391
FAX 7155－7383
nofukui@fa2.so-net.ne.jp

農園名

の ら

裸の男衆が激しく餅を奪い合う
「ヂンガラ餅行事」
豊作を祈り古くから行われる神事

さらし一枚になった男衆が餅を奪い合い、餅の割れ具
合によりその年の農作物の作柄を占う市指定無形民俗
文化財「ヂンガラ餅行事」が、1月14日に三輪茂侶神社で
行われました。男衆は
「わっせ、わっせ! 餅を上げろ! 」
と
激しい掛け声とともに、社殿のなかを四方八方に激しく
移動し、
ときには社殿の外にまでも飛び出す白熱ぶりに、
約400人の見物の皆さんは大いに沸きました。
も
30分ほどの激しい揉み合いの末、柱に餅を打ちつけ直
径40センチほどの餅は真っ二つに。割れた餅を手にした神職の上田さんが「今年も豊作でござ
います」
と宣言すると、
見物の皆さんから大きな拍手が起こりました。
ご家族4人でお越しになった戸部勇太さん（36歳）は、長く市内にお住まいですが、今回初めて
ご覧になったとのことで、
「小学3年生の子どもの社会科の授業に役立てばと思い見に来ました
が、熱気がすごく驚くとともに感動しました」と話してくださいました。最前列で見ていた戸部
さんのお子さんたちも「すごかった。あんなに大きい餅は初めて見た」と、興奮した様子で話して
くれました。 ID 1017268

古紙70％再生紙、植物油インキ使用

いろいろグルメを
駅前で食べ比べ !!

野菜作りを始めませんか 体験農園の利用者を募集

じ

毎年1月26日
は「 文 化 財 防 火
デー」です。市で
はこれに合わせ、
文化財を火災な
どの災害から守
るための消防訓
練を廣壽寺で実
昨年法栄寺で行われた訓練の様子
施します。
廣壽寺には、
市指定有形文化財に登録されている鎌倉
があります。
時代の彫刻
「観音菩薩坐像」
日 1月 28日㈰ 10時から
所廣壽寺
（名都借）

▶みどりのメール

平成30年
No.1486

流山市安心メール
みどりのメール

▶ 流 山 市 安 心 メール

市の人口と予算〈8月1日現在〉

（ ）内は前月比／前年同月比
【人口・世帯】
合計 ＝ 158,329 人 （＋113 ／＋ 2,619 ）
男 ＝ 78,672 人 （＋ 66 ／＋ 1,311 ）
女 ＝ 79,657 人 （＋ 47 ／＋ 1,308 ）
世帯 ＝ 62,081 世帯（＋ 89 ／＋ 1,881 ） ※通信費利用者負担

同果樹園☎7174－4451
FAX 7175－2566
office@orchard-garden.com

㈱アグリメディア
☎0120－831－296
mail@agrimedia.jp

第8回流鉄展

首都圏に残るユニークなミニ鉄道の歩み
けいべん

流山駅～馬橋駅間5.7kmを走る流鉄流山線は、
大正5年
（1916年）
「
、流山軽便
鉄道」
の名で町民鉄道として誕生して以来、市民に愛されて 100年以上も働き
続けています。
流鉄の歩みを解説パネルや懐
かしい写真、流鉄で実際に使用
されていた鉄道用品や記念グッ
ズなどの展示で紹介します。ま
た、30分の1サイズや150分の1
サイズなどのさまざまな鉄道模
型がご覧になれるほか、流鉄車
両と流山の風景のジオラマも展
示し、みりんで栄えた流山の
にぎやかな街を再現します。関 流鉄車両（なの花号）と流山の風景のジオラマ
連書籍やグッズなどの販売もあります。ぜひ、
ご家族でお楽しみください。
日 2月2日㈮～12日（振休）9時～17時※5日は休館
所杜のアトリエ黎明 費入館無料
問一茶双樹記念館☎7150－5750

掲載記事へのお問い合わせの際は、電話番号の押し間違えのないようにお願いします。
本紙掲載の募集記事などにかかる応募者の個人データについては、当該目的以外では使用しません。

