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本日から有料観覧席を販売
三郷市
埼玉県
せて
と合わ

夏の夜空を鮮やかに飾る流山花火大会を8月23日㈮
に、今年も埼玉県三郷市と同時開催します。
花火と音楽がシンクロする「流山スカイミュージカ
ル」
などが絶好の場所でご覧になれる有料観覧席を本日
から販売します。 多彩な花火が織り成す迫力満点の景
色を、ぜひ会場でお楽しみください。
問 流山花火大会実行委員会事務局
流山本町・利根運河ツーリズム推進課☎7168－1047
流山商工会議所☎7158－6111

!

発!
1万4千

1013060

日時

8月23日㈮19時～20時15分
16時から屋台村オープン
※雨天・荒天時は8月24日㈯に延期

場所 流山1～3丁目地先の江戸川堤
席の種類

7月1日 10時から

有料観覧席の
販売開始

費用

備考

グループ席
（指定席、6人用）

1万5,000円

ペア席
（指定席、2人用）

8,400円

斜面上段
（ひな壇席）

Ｓ席
（指定席、1人用）

3,600円

土手上段
（パイプ椅子席）

Ａ席
（自由席、1人用）

1,800円

土手斜面
（シート持参）

土手平面
（升席シート付き）

※売り切れ次第終了

メッセージ花火・協賛金を募集

至野田市

※

部分は通行止め
至流山おおたかの森駅

流山駅

流山セントラルパーク駅

流山本町・利根運河ツーリズム推進課☎7168－1047／流山商工会議所☎7158－6111

交通規制：18時〜21時 30分
県道
松戸野田線

問 流山花火大会実行委員会事務局

会場周辺に駐車場はありません
ので、電車やバスでお越しくださ
い。 なお、当日は会場周辺で交通
規制
（図参照）
がありますので、ご協
力をお願いします。
【つくばエクスプレス】
◆ 流山セントラルパーク駅から数分
間隔で無料シャトルバスあり
（17時
～21時 50分運行。 バス下車徒歩
約 5分）
。同駅から徒歩約 25分
◆ 流山おおたかの森駅西口から京
成バス（市役所方面行き）
「 流山市
役所前」
下車徒歩約 5分
【流鉄流山線】流山駅または平和
台駅から徒歩約 5分

消防署

募金のお願い
市内の公共施設や商店街で花火大会の募金活動を行いますので、ご協力をお
願いします。

会場へは電車やバスで!!
無料シャトルバスを流山セントラルパーク駅から運行

大会本部

●協賛金の募集
（7月2６日まで）
3,000円以上ご協賛いただいた方は、
花火大会折り込みチラシにお名前を掲載
させていただきます。
【共通事項】
申 所定の申込書（流山商工会議所ホーム
ぺージからダウンロードも可）に必要事項
を明記の上、流山商工会議所へ

①全国のコンビニエンスストア
セブン-イレブン（Pコード:642-919）
、
ファミリーマート
※店舗の専用端末機で購入できます。
②インターネット
チケットぴあ、e+
（イープラス）
③電話予約
チケットぴあ (☎ 0570－02－9999）
※要 Pコード。 手数料など詳細はお問い
合わせください。

江戸川

●メッセージ花火の募集
（7月１日〜8月９日）
一般の方から募集したメッセージを、お名
前とともに読み上げて花火を打ち上げます。
家族や恋人など大切な方への感謝の
気持ちやプロポーズなど、心温まるメッ
セージをお待ちしています。
▶募集数＝20発
費 2万円※ A席
（自由席）
2枚付き

有料観覧席の購入方法

市役所

平和台駅

流鉄
流山線

流山橋
至三郷駅
至三郷駅

JR

武
蔵

つくば
エクスプレス

野
線

至馬橋駅

南

流

至松戸市

至秋葉原駅
至秋葉原駅

山

駅

至新松戸駅

参議院議員通常選挙が7月21日㈰に行われます。入場整理券は7月4日までにお届けする予定です。期日前投票は7月5日から市役所で、
7月13日か
7月21日は
1009295
参議院選挙の投票日 ら北部･東部･初石公民館、
南流山センター、
スターツおおたかの森ホールで実施します。問 選挙管理委員会事務局☎7150－6100
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流山おおたかの森駅東口駅
前線の道路愛称は、小山小学
校全校児童へ募集し、提案い
ただいた「おおたかの森桜通
り」
に決定しました。
提案いただいた中で、児童
が愛着を持てそうな「小山さ
くらっ子通り」
の愛称は、
小山
小学校前の市道の愛称とする
こととなりました。

問

－

ID

12 6

20

2

市政の一般報告から

－

月 日、令和元年市議会第 回定例会の冒頭、井崎市長
は 項 目 に つ い て 市 政 の 一 般 報 告 を 行 い ま し た。 そ の う ち
主なものを要約して紹介します。
1021984

くの沿線各都市では、
２０２０
今年度、当該路線にそれぞ
高齢者なんでも相談室（地
年代後半には人口のピークを れ命名板を設置し、周知に努
域包括支援センター）の担
迎 え る と 推 測 し て お り、 めます。
当地域の変更
２０２０年代後半の利用者の
まちづくり推進課
新市街地地区の字区域およ 安全の確保と、８両編成化の ☎ 7150 6090
び名称の変更に伴い、高齢者 早期実現およびその他の混雑
以下の 項目についても
引き
なんでも相談室の担当地域の 緩和策の必要性について、
報告を行いました
一部変更を行います。字名称 続き、沿線各都市と連携しな
に「おおたかの森」が含まれる がら要望活動など、混雑緩和 ● 第 回流山市民まつりの開
地域の全てを中部高齢者なん の実現に向けて取り組んでい 催
（コミュニティ課☎7150
でも相談室の担当地域とし、
市 きます。
6076）
民の利便性の向上を図ります。
● 総 合 防 災 訓 練 の 実 施（ 防
都市計画課
８月１日からの変更に向け、 ☎ 7150 6087
災 危 機 管 理 課 ☎ 7150
今後、地元自治会などへの説
6312）
明を行うとともに事務の移管
● 未婚の児童扶養手当受給者
を進めていきます。
に対する臨時・特 別 給 付 金の
支給
（子ども家庭課☎７１５０
高齢者支援課
☎ 7150 6080
６０８２）
● プレミアム付商品券事業
つくばエクスプレスの車両
（商工振興課☎７１５０
編成８両化
６０ ５）
● 第 回流山花火大会（流山
本町・利根運河ツーリズム推
進課☎７１６８ １０４７）
● 東京電力ホールディング
流山おおたかの森駅東口駅
ス株式会社に対する損害賠償
前線の道路愛称
請求（環境政策課☎７１５０
６０８３）
● つくばエクスプレス沿線土
地区画整理事業（まちづくり
推進課☎７１５０ ６０９０）
● 第 回ながれやまオープン
ガーデンの開催結果（みどり
の課☎７１５０ ６０９２）
● 第 回東葛飾支部消防操
法大会の開催（消防総務課☎
７１５８ ０２９９）
つくばエクスプレス車両編
成８両化については、平成
年から継続して、沿線のつく
ば市、
つくばみらい市、
守谷市、
柏市、
三郷市、
八潮市および本
市に荒川区を加えた８市区長
が連名で首都圏新都市鉄道株
式会社へ要望してきました。
このたび、同社から抜本的
な混雑緩和対策として、今年
度から
「８両編成化事業」
に着
手し、２０３０年代前半に供
用を開始する旨の報道発表が
ありました。
しかしながら、沿線各都市
が示す人口推計によれば、多

問

2

市内を走るつくばエクスプレス車両

－

－

－

43 8
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－

－

問

41
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－

－

－

－

－

一般報告を行う井崎市長

広告入り封筒の無償提供者を募集

環境審議会委員を募集

市で使用する封筒を広告媒体として利用してみませんか

環境保全にご意見を

市で使用する納税・納入通知用封筒を、無償
で提供していただける事業者を募集します。 封
筒には、広告を入れることができます。
対象となる封筒の種類や枚数など詳細は、市
ホームページをご覧ください。

申 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、7月12日までに市
役所情報政策・改革改善課に持参
問情報政策・改革改善課☎ 7150－6078
1006651

都市計画マスタープランに関する
意見交換会（全2回）
未来の流山の姿を語り合おう
流山市都市計画マスタープランの改定に伴
い、現状の評価や今後の将来都市像を構築する
ための意見交換を行います。 意見交換の前に
は市内の散策もあります。
日 8月10日㈯・24日㈯ 10時～17時
所市役所 対市内在住 ･在勤で 18歳以上の方
▷募集人数＝20人 費無料
申住所、氏名、年齢、連絡先を明記の上、
「あなた

が思う10年後の流山市の姿」
を400字程度にま
とめ、7月16日（必着）までに〠 270－0192流
山市役所都市計画課に郵送、メール、ファクスま
たは持参※結果は全員に通知
問都市計画課☎ 7150－6087
FAX 7159－0954
toshikei@city.nagareyama.chiba.jp
1007392

8月から使える被保険者証

国民健康保険被保険者証･
後期高齢者医療被保険者証を発送
8月から使用できる被保険者証を7月中旬から ▷送付先の宛名＝被保険者
（薄い青色）
順次発送します。7月31日まではお手元にある ▷被保険者証の色＝浅葱色
問後期高齢者医療係☎ 7199－3306
被保険者証をお使いください。
有効期限を過ぎた被保険者証は、細かく裁断し 【共通事項】
処分していただくか、保険年金課または出張所へ ▷郵送先＝住民登録されている住所地または指
定先へ送付
返却してください。
▷郵送方法＝簡易書留郵便
①国民健康保険被保険者証
▷有効期限＝8月1日～令和 2年 7月31日 (注 )
▷郵送時期＝7月中旬
注：①のみ、次のいずれかに該当する方は別途有
▷送付先の宛名＝世帯主
効期限が設定されます。 ❶ 75歳を迎え後期高
▷被保険者証の色＝一般の方：紫色、退職者医療
齢者医療制度に該当される方❷令和 2年 7月1
制度の方：えんじ色
問国民健康保険係☎ 7150－6077
日までに70歳を迎える方❸退職者医療制度に
②後期高齢者医療被保険者証
該当し、令和 2年 7月1日までに65歳を迎える
▷郵送時期＝7月中旬※有効期限内に75歳を 方とその被扶養者
問保険年金課☎ 7150－6077
迎える方は、誕生日までに郵送
あさ ぎ

わが家の犬・猫写真コンクール

環境保全に関する市長からの諮問に応じ、必要な調査 ･審議を行い、答申
または建議を行います。 市では女性委員の割合を4割以上とすることを目
標としていますので、女性の方の積極的な応募をお待ちしています。
▷応募資格＝次の全てを満たす方① 18歳以上で市内在住・在勤・在学の方
②市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 ･地方公共団
体の議員または職員でない方 ▷募集人数＝5人 ▷活動予定＝年 4回程度
の会議※原則平日の日中に開催 ▷報酬＝日額 7,200円
（交通費含む）
▷任期＝委嘱日から2年間
（10月委嘱予定）
▷応募方法＝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ダ
ウンロードも可）に必要事項を明記の上、
「よりよい環境を未来に引き継ぐた
めに、今私たちにできること」
を800字程度にまとめ、7月19日
（必着）
までに
〠 270－0192流山市役所環境政策課へ郵送、ファクス、メールまたは持参
※提出書類は返却しません。
▷選考方法＝書類審査の上、面接※結果は全員に通知
問環境政策課☎ 7150－6083 FAX 7158－9777
kankyouhozen@city.nagareyama.chiba.jp
1009621

国民年金保険料の
免除・納付猶予制度
7月分からの申請受け付けを開始
自営業 ･農業者 ･学生など国民年金第１号被保険者の方で、本人・配偶者・
世帯主の前年所得が基準額以下の方
（注）
は、全額免除 ･4分の 3免除 ･半額
免除 ･4分の 1免除のいずれかで保険料が免除される制度があります。
また、50歳未満の第 1号被保険者で、本人や配偶者の前年所得が基準額
以下の方
（注）
は、納付猶予制度が利用できます。
注：平成 29年 12月31日以降に失業、倒産、事業の廃止、天災などに遭った
ことを確認できる場合は、基準額を超える所得であっても制度を受けられる
場合があります。
▷対象期間＝7月～令和 2年 6月※納付猶予の場合、期間の途中で 50歳に
なる方は、誕生日の前日が属する月の前月分まで
申 市役所または各出張所にある申請書に必要書類（失業した場合のみ雇用
保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票の写しなど、災害
に遭った場合のみ被災証明書）
を添付の上、〠 270－0192流山市役所保険
年金課へ郵送または持参※持参の場合、年金手帳または基礎年金番号の分
かるもの、印鑑、運転免許証など本人確認ができるものが必要。 各出張所
でも提出可
1000624
問保険年金課☎ 7150－6110
あ

優秀作品 15点を動物愛護週間イベント会場に展示します。応募方法など詳細はお問い合わせください。▷募集期
間＝ 7月 1日～8月 19日
（消印有効） 問（公財）
千葉県動物保護管理協会☎ 043－ 214－ 7814
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任期付職員
（保育士・保健師）
を募集

市職員を募集
い

あなたの専門を活かしませんか

7月12日までに申し込みを
▷任期＝採用後 1年以上 3年以内※採用時期は選考合
格者名簿に登録後（登録期間は 3年）
、職員の育児休業
の取得期間に応じて決定
▷募集職種＝①保育士②保健師
（いずれも若干名）
▷受験資格＝昭和 39年 4月2日以降に生まれた方で、そ
れぞれの職で 3年以上働いた経験（短時間勤務でない
社会保険加入対象者に限る）がある方のうち①都道府
県知事の登録を受け「保育士証」の交付を受けている方
②保健師の資格を有している方
▷選考方法＝書類選考の上、面談※詳細はお問い合わ
せください。
申 市役所人材育成課で配布の試験申込書に必要事項
を明記の上、7月12日
（必着）
までに〠 270－0192流山
市役所人材育成課に郵送または持参
問人材育成課☎ 7150－6068
1021951

来年度採用の市職員を募集します。 詳細は市ホーム
ページをご覧ください。
▷採用予定日＝令和 2年 4月1日 ▷募集職種・受験資格＝
別表のとおり ▷1次試験日／場所＝9月22日㈰／市役所
募集職種
一般行政上級
（精神保健福祉士有資
格者）
一般行政上級
（社会福祉士
有資格者）
一般行政上級
（心理士）
保健師
栄養士
保育士
消防士（初級）
（救急救命士資格
取得者含む）

申 市役所人材育成課で配布の試験申込書に必要事項を明

記の上、7月29日～8月13日
（消印有効）
に〠 270 －0192
流山市役所人材育成課に郵送または持参
1021950
問人材育成課☎ 7150－6068

採用予定人数

主な受験資格
次の全てに該当する方
・昭和59年4月2日以降に生まれた方・大学（短期大学を除く）を卒業もしくは令和2年3月31日までに卒業
見込みの方または大学院の課程を修了もしくは令和2年3月31日までに修了見込みの方・精神保健福祉
士資格を有する方または令和2年3月31日までに資格を取得見込みの方
次の全てに該当する方
・昭和59年4月2日以降に生まれた方・大学（短期大学を除く）を卒業もしくは令和2年3月31日までに卒業
見込みの方または大学院の課程を修了もしくは令和2年3月31日までに修了見込みの方・社会福祉士資
若干名 格を有する方または令和2年3月31日までに資格を取得見込みの方
昭和59年4月2日以降に生まれた方で、公認心理師または臨床心理士を有する方または令和2年3月31日
までに免許を取得見込みの方
昭和59年4月2日以降に生まれた方で、保健師免許を有する方または令和2年3月31日までに免許を取得
見込みの方
平成元年4月2日以降に生まれた方で、栄養士免許を有する方または令和2年3月31日までに免許を取得
見込みの方
5人
平成元年4月2日以降に生まれた方で、保育士となる資格を有し、都道府県知事の登録を受け「保育士証」
程度
の交付を受けている方または令和2年3月31日までに交付を受ける見込みの方
15人
程度

平成7年4月2日以降に生まれた方で、学歴を問いません。※身体的条件あり

※普通または中型自動車運転免許をお持ちの方または令和2年3月31日までに免許取得見込の方が対象。
消防士を除き、身体障害者の採用を含みます。

農地の違反転用防止対策強化月間

農地転用の手続きを忘れずに
7月～9月は農地の違反転用防止対策強化月間です。
農地は無断・無許可で農地以外に転用することができません。違反転用を発見した
際は、地権者に対し是正指導などを強化します。農地転用の際は、農地法の手続きを
忘れずに行ってください。
1009318
問農業委員会事務局☎ 7150－6102

夏の交通安全運動を実施
歩行者を 守る気づかい

思いやり

夏休みに入ると、日常生活の解放感から起こる交通事故や、行楽や帰省に伴う交通
量増加などにより交通事故が発生するリスクが高まります。交通ルールの順守と正し
い交通マナーで交通事故防止に努めましょう。
▷期間＝7月10日～19日の 10日間
▷重点目標＝子どもと高齢者の交通事故防止、自転車の安全利用の推進、後部座席を
含めた全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底、飲酒運転の
根絶
問道路管理課☎ 7150－6093
1003016

第４１回流山市民まつり

ステージ出演者と
青空市の出店（展）者を募集
11月3日㈷に開催される流山市
民まつりのステージ出演者と青空市
の出店
（展）
者を募集します。申し込
み方法など詳細は、市ホームページ
をご覧ください。
ステージ出演者
対市民を中心に構成する団体
※審査あり
定１５団体
（先着順）

青空市の出店
（展）
者
対市内事業者

定テント
：
２０団体程度
キッチンカー：
４台程度
※いずれも先着順、電気・水道・ガス
設備なし。同時出店
（展）
は不可

自衛隊･千葉県警･松戸市消防局
合同体験型採用説明会

応募は9月4日までに
緑のカーテンの写真とゴーヤレシピを募集します。いずれも応
募作品は９月上旬に市役所１階ロビーで展示し、入賞者には賞状と
ながぽんポイント
（3,000･2,000･1,000ポイント）
、市内の
「焼き菓
の焼き菓子を差し上げます。
子屋 fossette」
フ

ォ

セ

ッ

ト

緑のカーテン写真コンテスト
対 市内の家庭・店舗・事業所・学校などで緑のカーテンを作っている
方
▷写真規格＝A4または A4台紙に貼った写真※規格内であれば組
み合わせ写真も可。合成などの加工写真は不可

ゴーヤレシピコンテスト
対市内在住・在勤・在学の方
▷募集レシピ＝仕込みも含め１時間以内で調理可能なゴーヤ料理

【共通事項】
申市役所環境政策課、クリーンセンター、生涯学習センター
（流山エ
ルズ）
、各公民館に設置の応募用紙（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、9月4日
（必着）
までに〠 270－0192流山市役所環境政策課
へ郵送または持参※応募作品は返却しません。
1002592
問環境政策課☎ 7150－6083

市内事業者の方へ

プレミアム付商品券の取扱店を募集中
プレミアム付商品券の取扱店を募集しています。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。
対市内で商店などを営む事業者
▷募集期間＝7月31日まで
申 市役所商工振興課、商工会議所で配布する申込書（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、流山商工会議所に郵送、ファクスまたは持参
登録後の流れ
店頭に貼り付けるステッカーとポスター（＝写真）
、特定事業者登録
証を送付します。取扱店一覧表に名前を掲載し、商品券購入者に配布
します。
▷換金期間＝11月1日～令和 2年 4月中旬
（予定）
問流山商工会議所☎ 7158－6111 FAX 7158－6113
1021619
商工振興課☎ 7150－6085

インターネット公売を実施

【共通事項】
申 必要書類を添えて8月9日までに
市役所コミュニティ課へ持参
問流山市民まつり実行委員会事務局
（コミュニティ課）
☎ 7150－6076
1014056

緑のカーテン写真･
ゴーヤレシピコンテスト

入札は市内・外、個人・法人を問いません
市税などの滞納処分の一環として、インターネットでの動産公売を実施します。 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。
▷申込期間＝7月4日㈭ 13時～24日㈬ 23時
1000521
問税制課☎ 7168－1049

日 7月 7日㈰ 10時～15時※荒天中止 所 陸上自衛隊松戸駐屯地
申 不要 問 自衛隊柏募集案内所☎ 7163－ 6884

内 車両・装備品展示、訓練体験など

費 無料
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②高分子化合物ってなんだ ?
ふくらむスライムとスーパーボールをつく
博物館こども教室
ろう
本格的な夏が来る前に、ニイニイゼミ 【共通事項】
日 7月20日 ㈯ ① 10時 ～11時 30分 ②
の羽化を観察してみませんか。
日 7月13日㈯ 18時～20時※雨天決行
13時 30分～15時
所キッコーマン アリーナ
所中央図書館
対 小 ･中学生※保護者同伴
講科学読物研究会会員 ･坂口美佳子さん
対 市内在住の小学生
定 20人
（先着順） 費無料
持懐中電灯
定各 30人
（先着順）
申 7月2日 9時から博物館に電話
費各 200円
（材料代）
問博物館☎ 7159－3434
持①筆記用具、はさみ、セロハンテープ②
1021827
筆記用具、ふた付きのガラスの空きビン、
汚れても良いタオル
申 7月2日9時から電話
北部公民館のイベント
問中央図書館☎ 7159－4646
①夏のお話しのへや おはなしの世界を
1021580
お友達と一緒に
日 7月19日㈮ 10時～11時
対 未就学児※保護者同伴 費無料
千葉県生涯大学校東葛飾学園のイベント
①夏休み陶芸教室
②夏休み親子料理教室
日 7月21日㈰ 10時～12時、13時～15
今回はピザを作ります。
日 7月27日㈯ 10時～13時
時 対 小学生とその祖父母
対 小学校低学年のお子さんとその保護者
定各 15組
（多数抽選）
定 8組
（先着順）
②夏休み子ども生涯大学
費 500円
日 7月30日㈫～8月2日㈮ 10時～15時
（材料代）
対 小学 1～4年生 定 各 30人
持エプロン、三角巾、布巾 2枚、持ち帰り
（多数抽選）
用容器
【共通事項】
所 千葉県生涯大学校東葛飾学園江戸川
③こども理科実験室 磁石のふしぎ
日 7月28日㈰ 13時～15時
台校舎
対 小学生 定 10人
費① 1人 500円②各 300円
（先着順） 費 100円
申 ハガキに、参加者氏名、年齢、郵便番
【共通事項】
所北部公民館
号、住所、電話番号、①のみ午前 ･午後の
申①不要②③電話または直接窓口へ
希望を明記の上、①は 7月5日②は 7月
問北部公民館☎ 7153－0567
10日（ い ず れも 必 着 ）まで に 〠 270－
0103流 山 市 美 原 1－158－2同 学 園へ
図書館子ども教室
郵送またはファクス
問同学園☎ 7152－1181
①おっと音の実験だ
FAX 7152－1193
エコーマイクとおどるヘビ君をつくろう

こども図書館アートワーク
懐中電灯をつくろう
ペットボトルを利用した明かりを作りま
す。
日 7月25日㈭ 10時 30分 〜12時 30分、
14時～16時 所おおたかの森センター
対 小学 3年生以上
定各 10人
（先着順） 費 500円
（材料代）
申 7月2日 10時からおおたかの森こども
図書館に電話または直接窓口へ
問おおたかの森こども図書館
☎ 7159－7041
親子で一緒にリズム体操
日 7月29日 ㈪ 10時 ～11時 所 南 流 山
日本 3B体操協会指導
センター 講（公社）
員･松本未央さん 対 歩き始め～３歳の
お子さんと保護者 定 15組（先着順）
費 500円 持 動きやすい服装、飲み物、
タオル 申電話または直接窓口へ
問南流山センター☎ 7159－4511

所クリーンセンター

対 小学生※保護者同伴。 グループで参

加の場合、保護者 1人でも可
定 14人
（多数抽選） 費 100円
（材料代）
持 500mlの角形ペットボトル
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、7月16日(必着 )までに
〠 270－0174流山市下花輪 191クリー
ンセンターへ
問クリーンセンター☎ 7157－7411
1016385

夏休み親子陶芸教室
（全3回）
日 ① 8月4日㈰ 10時～15時② 8月19日
㈪ 10時～15時③ 8月26日㈪ 10時～12
時 所初石公民館
講益子焼窯元 ･冨野博司さん
内①作品制作②色付け③作品受け渡し
対 小学生とその保護者
定 30組
（先着順）
費 1人 1,500円
持汚れても良い服
装 申電話
問初石公民館
☎ 7154－9101

東葛テクノプラザ
夏休み科学教室 2019
東京大学物性研究所准教授・松田巌さ
んと東京大学宇宙線研究所特任専門職
員・中村牧生さんによる講座と、東葛テク
ドキドキ染め物体験
ノプラザの施設見学を行います。
日 8月1日㈭ ･2日㈮ 10時～16時 所 東 （県立手賀の丘少年自然の家主催）
葛テクノプラザ（柏市） 対 小学 5・6年生
玉ねぎの皮を使ってバンダナを染めて
※保護者同伴 定 各 25人（多数抽選）
みよう。
費 1組 500円程度
日 8月4日㈰ 13時～16時
申 7月12日までに電話
所手賀の丘少年自然の家
（柏市）
対 親子
問事務局☎ 7133－0139
定 30組
（先着順）
費 1組 1,000円
夏休み親子工作教室
（材料代）
申 7月4日 9時から電話
ペットボトルの風船カー
日 8月3日㈯ 9時～12時
問同自然の家☎ 7191－1923

夏休み親子水道施設見学会
施設見学や実験などを楽しもう

北千葉浄水場やおおたかの森浄水場などを見学し、水道
水をつくる実験などを行います。
日 7月 25日㈭ 9時 30分～16時
所上下水道局集合 対小学生とその保護者
定 35人
（先着順） 費無料
持昼食、
飲み物、
雨具、
筆記用具、
上履き
（お子さんのみ）
申 7月2日から電話または直接窓口へ
問経営業務課☎ 7159－5315

中学生のための研究体験教室
大学ってどんなことを学べるの?

千葉大学園芸学部の大学生との意見交換などを実施します。詳細はホームページ
（＝二次元コード）
をご覧になるか、お問い合わせください。
日 8月9日㈮ 10時～15時
（9時 30分集合）
所 JR松戸駅中央改札口集合 対中学生 定 20人
（先着順）
費 2,000円
（交通費・昼食代別途） 持筆記用具、飲み物
申 7月6日 10時からおおたかの森センターに電話
問おおたかの森センター☎ 7159－7031

市民活動
公益事業
便 り
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子育てを孤育てにしない事業
家族で学ぼう離乳食♪

（赤ちゃんと一緒に流山 de 美ヨガ＆ダンス♪主催）

食育指導士のサチsachi♪さんを講師に迎え、パパもママも一緒に離乳食を考えましょう。
実習はないので、
料理が苦手な方もぜひご参加ください。
日7月20日㈯10時～12時
所南流山センター
対7カ月～1歳未満の赤ちゃんとその家族
定10組(多数抽選) 費900円
持飲み物、
筆記用具、
お子さんのケアグッズ、
スマートフォン(お持ちの方のみ)
申親子の氏名、
月齢、
第何子か、
電話番号を明記の上、
7月11日までにメール
問事務局 biyoga8@gmail.com

乳幼児をもつ方の交流の場
（7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

1001275

●ひだまりサロン

自由に遊んだりおしゃべりしたり。
日2日・9日・16日・23日・30日の火曜 所文化会館
 幼児連れの親子が自由に交流。ミニイベントはリズム遊び。
●南流山ぽかぽかサロン 乳
おもちゃ病院もあり 日18日㈭ 所南流山福祉会館
お友だちをつくりましょう

各公民館の子育てサロン

時間はいずれも10時〜11時30分
●なかよしひろば
●親子サロン

費 無料

申 不要

問 各公民館

日17日㈬ 内手遊び、絵本読み聞かせ、リトミックなど
所北部公民館
（☎7153－0567）
日／内2日㈫／自由遊び。おもちゃ病院もあり

16日㈫／紙しばい、絵本の読み聞かせ
所初石公民館
（☎7154－9101）
●たんぽぽのひろば	日18日㈭ 内親子体操。おもちゃ病院もあり。
（☎7144－2988）
14時まで和室を開放 所東部公民館
●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9日㈫ 内絵本、わらべ歌
所南流山センター
（☎7159－4511）
●おおたかの森ひろば	日17日㈬ 内児童館のおもちゃで遊んだ後、親子ふれあい
（☎7159－7031）
遊びをします。 所おおたかの森センター

児童館・児童センター 7月の催し物
申 問 各児童館・児童センター
会場

駒木台児童館
☎7154−4821
江戸川台児童センター
☎7154−3015
赤城児童センター
☎7158－4545

十太夫児童センター
☎7154−5254
野々下児童センター
☎7145−9500
思井児童センター
☎7159－5666
向小金児童センター
☎7173－9320

1001236

日程
11日㈭
12日㈮
19日㈮
11日㈭
16日㈫
25日㈭・26日㈮
9日㈫
31日㈬
26日㈮
10日㈬
26日㈮
10日㈬
24日㈬
26日㈮
11日㈭
13日㈯

催し物
おもちゃ病院
ちびっこえんにち
（乳幼児向け）
ダイビン大会
ちびっこえんにち
（乳幼児向け）
おもちゃ病院
スライム作り
ちびっこえんにち
（乳幼児向け）
おばけやしき
ちびっこなつまつり
（乳幼児向け）
※要申し込み
こどもなつまつり※要申し込み
ちびっこえんにち
（乳幼児向け）
おばけやしき
おもちゃ病院
ドッジボール大会
ビデオシアター
ちびっこえんにち
（乳幼児向け）
ウノ大会

小・中学校の産休･育休 ▷応募資格＝教員免許状を取得済みまたは勤務開始日までに取得見込みの方※勤務日時・場所など詳細は、市役所学校教育
1021907
代替講師を募集
課にお問い合わせください。 問 学校教育課☎ 7150－ 6104
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結核・肺がん検診が始まります

肝炎ウイルス検診を受けましょう

初めて利用する方はお申し込みを

7月28日は世界（日本）肝炎デー

国内の新登録結核患者数は年間約 2万人で、特に60歳以上の高齢者の割合が 71%
を占めています。 今回の検診では、結核と肺がんの検診が一度に受診できます。 検診
の機会のない方はぜひ、ご利用ください。
平成 29年度以降に受診または平成 30年度以降に申し込みをされた方は、自宅へ受診
票を発送しました。新たに検診を希望する方は、お申し込みください。
内 胸部Ｘ線デジタル撮影※問診結果により喀痰検査あり。ボタンや金具のない無地の
下着またはＴシャツでお越しください。
対市内在住で 40歳以上の方
費無料※喀痰検査は 300円
申 電子申請または住所、氏名
（ふりがな）
、性別、生年月日、電話番号、
「結核・肺がん検診
希望」
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また
は持参
大腸がん検診・子宮がん検診・乳がん検診なども受け付け中

世界保健機関
（WHO）
で定める肝炎デーでは、ウイルス性肝炎のまん延防止および
患者・感染者への差別・偏見の解消、感染予防の推進を図ることを目的とした啓発活
動などが実施されています。
ウイルス性肝炎は A･B･C･D･E型などの肝炎ウイルスの感染によって起こる肝臓
の病気です。 A・E型肝炎ウイルスは主に食べ物を介して感染し、B・C・D型肝炎ウイル
スは主に血液・体液を介して感染します。 中でもB・C型肝炎ウイルスは、感染すると
慢性の肝臓病を引き起こす原因にもなります。
肝炎ウイルスに感染しているかどうかは血液検査（肝炎ウイルスの検査）でわかりま
す。 肝炎ウイルス検診を受診していない方はぜひ、受診しましょう。
肝炎ウイルス検診

かくたん

秋以降に実施するがん検診の登録を受け付けています。 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。
問保健センター☎ 7154－0331
1000665

認知症サポーター
フォローアップ
講座
安心して暮らせる
まちづくりのために
認知症の方やその家族を支
え、応援するのが
「認知症サポー
ター」です。 認知症の方を見守
る大切さを一緒に考えましょう。
日 7月27日 ㈯ 13時 30分 ～15
時
所ケアセンター
対 市内在住・在勤で認知症サポー
ター養成講座を受講した方
定 30人
（先着順）
費無料
申 南部高齢者なんでも相談室
（地域包括支援センター）に電話
またはファクス
問同相談室☎ 7159－9981
FAX 7178－8555
1000831

特定医療費（指定難病）受給者証の
更新手続き

開催教室

介護支援サポーター養成講座

カムカムキッズ
（予約制）

時間

介護支援サポーター活動でいきいき元気!!
市内の介護保険施設などで、見守り･話し相手 ･配膳 ･レクリエーションの
補助などをしていただく
「介護支援サポーター」を募集しています。同サポー
ターとして活動するためには養成講座を受講の上、登録が必要です。
日 7月25日㈭ 9時 45分～16時 所東部公民館
対市内在住で要介護・要支援認定を受けていない 65歳以上の方
費無料 申市ボランティアセンターへ電話
1000824
問市ボランティアセンター☎ 7159－4939

初心者向け

介護経験者向け

体に負担をかけない
職場での
介護技術
コミュニケーションの向上

10時～11時
11時10分～12時10分

介護予防のための

認知症の人の
在宅ケア

こうくう

口腔ケア

13時～14時

脳にうれしいシナプソロジー

14時10分～15時

介護とストレスマネジメント

問介護支援課☎ 7150－6531

1000770

社会を明るくする運動

（健康づくり推進員協議会主催）

犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ

日程
11日㈭

27日㈯

もぐもぐ教室
（予約制）

家族を自宅で介護する方や介護職を離職中の方などを対
象に、介護に関する講座を実施します。2日間とも同内容で
初心者向けと介護経験者向けそれぞれのプログラム（別表参
照）
があり、受講者が興味のあるプログラムを自由に選択でき
ます。
日 8月27日㈫、9月25日㈬
所江戸川学園おおたかの森専門学校
（駒木）
対市内在住 ･在勤の方 定各 50人
（先着順） 費無料
持筆記用具、飲み物、昼食
申住所、氏名、電話、参加希望日と希望する講座を明記の上、
江戸川学園おおたかの森専門学校にファクス（ FAX 7155－
3662）
または電話
（☎ 7155－2691）

歩く脳トレ運動! スクエアステップ

19日㈮

育児相談

ちょっともっと介護塾

特定医療費
（指定難病）
受給者証の有効期限が 12月31日までの方は、7月
1日から更新手続きを受け付けます。 有効期限が 12月31日以外の方など、
詳細はお問い合わせください。
対 流山市在住の特定医療費（指定難病）受給者 ▷受付期間＝郵送 :7月1日
～9月30日、窓口 :8月1日～9月30日※有効期限が 12月31日以外の方は
お問い合わせください ▷申請方法＝郵送された申請書などに必要事項を明
記の上、必要書類を添えて〠 271－8562松戸市小根本 7松戸健康福祉セン
ター
（松戸保健所）
地域保健課へ郵送※窓口での申請も可
問同センター☎ 047－361－2138

健康保健あんない

ハローベイビー

家族介護者向け・介護職向け講座

申請はお早めに

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を行います。
日 7月19日㈮ 13時 30分～15時
所キッコーマン アリーナ

7月

▷実施期間＝8月31日まで
対 過去に肝炎ウイルス検診を受診していない 40歳以上の市内在住の方※ 40歳以上
（ふ
で 5歳刻みの方には受診票を送付済み 費 500円 申電子申請または住所、氏名
りがな・性別）
、生年月日、電話番号、
「肝炎ウイルス検診希望」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また
は直接窓口へ※電話やファクスでは受け付けません。
1000679
問保健センター☎ 7154－0331

8日㈪
24日㈬
17日㈬
25日㈭

22日㈪
26日㈮

むし歯予防教室 1回目16日㈫・2回目
23日㈫・3回目26日㈮
（予約制）
①3カ月児…個人通知
②1歳6カ月児…2日㈫
健康診査
・3日㈬・4日㈭
③3歳児…5日㈮・9日㈫
・10日㈬
食事相談
（予約制）
平日
成人健康相談
（予約制）

県立柏特別支援学校の
販売会

対 市内在住 ･在勤 ･在学の方

定 50人（先着順）

費無料 持飲み物、動きやすい服装、タオル、室内
靴 申保健センターに電話
問保健センター☎ 7154－0331

７月は「社会を明るくする運動」の強調月間です。市では、保護司会や
更生保護女性会による啓発活動や、早朝の中学校校門前で
「登校生徒一
声かけ運動」
を実施します。
問社会福祉課☎ 7150－6079

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
1000646
せください。 問 保健センター☎7154－0331

開催場所
保健センター
（13時15分〜13時30分受け付け）
保健センター
（9時45分〜10時受け付け）
保健センター
（13時〜13時15分受け付け）
保健センター
（9時45分〜10時15分受け付け）
南流山センター
（9時45分〜10時15分受け付け）
保健センター
南流山センター
東部公民館

保健センター
市内医療機関
保健センター
（13時〜14時受け付け）

保健センター

備考
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対象。3回
で1コース（2回目に実習材料代350円集金）、
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。
8月分の予約も可
（8月9日㈮･23日㈮･30日㈮）
母子健康手帳を持参。今月の保健センターは１
歳未満の乳児対象
（その兄弟も相談可）
4～5カ月児の離乳食指導。母子健康手帳、器、
スプーン持参

松戸健康福祉センター（松戸保健所）各種無料相談
事業名
実施日
（7月）
電話
（予約不要）
不妊相談
9日㈫
来所
思春期相談
8日㈪
精神保健福祉相談
4日㈭
酒害相談
18日㈭
エイズ
即日検査
2日㈫･16日㈫
検査
電話
（予約不要）
平日
DV相談
来所（要予約）
原則金曜
（予約不要）
障害者 電話
月・火・木・金曜
差別相談 来所（要予約）

時 間
9時～11時30分
13時30分～15時
14時～17時
14時～16時
14時～16時30分
13時30分～14時
9時～17時
9時～17時
9時～17時

問・予約

☎047ー361ー2138
☎047ー361ー2139
※1週間前から受付
☎047ー361ー6651
☎047ー361ー2346

FAX 047ー367ー7554

※予約制。相談内容など、詳細はお問い合わせください。

夜間 · 休日

救急医療

平成30年7月～8月生まれの乳幼児対象。子ど 【平日夜間・休日】
もの歯と食生活の指導と試食。母子健康手帳、
診療科目
受付時間
場所
おしぼり、歯ブラシ持参
平日夜間
内科・小児科
19時～20時30分
保健センター内
9時～11時30分
平日夜間・休日診療所
2歳2カ月児対象
（全3回）
。1歳6カ月児健康診査
内科・小児科
（西初石4－1433－1）
休日
13時～16時30分
時に申し込み。申込者に個人通知
☎7155－3456
歯科
9時～11時30分
平成31年4月生まれの乳児対象
※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。
平成29年12月生まれの幼児対象
平成28年3月生まれの幼児対象
生活習慣病などの食事指導
生活習慣病などの健康に関する相談

日 7月 11日㈭ 10時 50分～12時 50分
など 問 同支援学校☎ 7133－ 5631

【夜間小児救急
（21時以降）
】
▷診療日時＝ 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。
1000757
問 保健センター☎ 7154－ 0331 FAX 7155－ 5949

所 さわやかちば県民プラザ
（柏市） 内 生徒が生産した野菜や花、ハンカチ、木工品

第1538号 令和元年7月1日㈪
費 無料

求人
自衛官採用試験

★歌のひろば＠平和台

一般曹候補生、
自衛官候補生、
航空学生
を募集しています。申し込み方法など詳
細はお問い合わせください。
問 自衛隊柏募集案内所☎7163－6884

その他

日 7月12日㈮13時30分～15時
講 音楽講師・比嘉りとさん

対 市内在住・在勤・在学の方

定 50人
（先着順） 費 無料

問 平和台福祉会館☎7158－4264
1020514

①七夕ライブと機織り体験
昭和50年代に作られた機織り機で、織
物を体験しませんか。また、サンパムジカ
（バイオリン･キーボード･ギター&ボーカ
ル）
のライブもあります。
日 7月6日㈯機織り体験:10時～16時、
ラ
イブ:13時30分 ～14時10分、15時 ～
15時40分
②利根運河めぐり 船形神輿を拝観
1年に一度公開される船形神輿などを
見学します。
日 7月14日㈰10時～13時
▷コース＝運河駅ギャラリー→運河水辺公
園→利根運河大師→六社神社→深井新田
の渡し跡→運河河口公園→運河水辺公園
講 歴史研究家･青木更吉さん
③有吉かつこ運河駅ライブ
日７月18日㈭13時30分～14時10分、
15時～15時40分
【共通事項】
所 ①③運河駅ギャラリー
（運河駅自由通
路）
②同ギャラリー集合
費 ①③無料②500円
申 ①③不要②利根運河交流館に電話
問 利根運河交流館☎7153－8555（月・
火曜休館）
み こし

★ガレージセールを開催
約35店が出店します。不用品（書籍、
衣類、食器、おもちゃなど）
から掘り出し物
を見つけませんか。
日 7月7日㈰9時30分～13時
所クリーンセンター
問クリーンセンター☎7157－7411
1016740

★企画展

流山のお宝新発見

市内で過去5年間に発掘された、
縄文時
代から近代までの調査成果を公開します。
日 7月13日㈯～9月16日㈷9時30分～
17時 所 博物館
問 博物館☎7159－3434（月曜休館。祝
日の場合は翌日）
1021828
しん りゅう てい

★森流亭落語会
えい

五代目圓楽一門会の落語家･三遊亭栄
豊満さんと昔昔亭桃太郎門下･昔昔亭全
太郎さんによる落語会です。
日 8月3日㈯14時～15時
所 森の図書館
定 80人
（先着順） 費 500円
申 7月6日9時30分から窓口でチケット販
売※お体の不自由な方はお問い合わせく
ださい。
問 森の図書館☎7152－3200
と まん

せきせきてい

み

★星を観る会
気象予報士で南極観測隊に参加した武
田康男さんの望遠鏡で惑星などを観測し
ます。
日 8月10日㈯19時～21時※曇・雨天時
は室内で映像鑑賞
所 東深井福祉会館
対市内在住・在勤・在学の方
定 30人
（先着順） 費 無料
申 7月2日8時45分から整理券を配布
問 東深井福祉会館☎7155－3638
FAX 7153－3437

★被爆者のための見舞金

★ケアセンターまつり
デイサービスセンターを開放し、介護教
室や車椅子体験などを実施します。
日 7月7日㈰10時～14時
所 ケアセンター

対 8月1日時点で、
住民基本台帳に登録が

ある市内在住の方で、被爆者健康手帳を
お持ちの方
▷支給額＝年額1万円
申被爆者健康手帳と預金通帳など口座番

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

市民相談室の相談

その他の相談

月〜金曜
（8時30分〜17時）
☎7158－1616

●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）
5日・12日・26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

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）
24日
（13時〜16時 30分）
❹登記相談
（予約制）
10日
（13時〜15時 40分）
❺交通事故相談
（予約制）
22日
（10時〜15時）
❻不動産相談
（予約制）
17日
（13時〜16時 30分）
❼暮らしの手続き相談
（予約制）
19日
（13時〜16時）

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

されます。収益金は市町村の明るく住み
よいまちづくりに使われます。ぜひ、千葉
県内の売り場でご購入ください。
問 財政調整課☎7150－6071

動物愛護センター
東葛飾支所のイベント

所 平和台福祉会館

申 電話または直接窓口へ

★利根運河交流館のイベント

7月

号が分かるものを7月31日（消印有効）
ま
でに〠270－0192流山市役所社会福祉
課へ郵送または持参
問 社会福祉課☎7150－6079

申 不要

問 社会福祉協議会☎7159－4735
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市民ギャラリー

今月の展示

①犬･猫の一般譲渡会
日 7月4日㈭13時30分～15時
②犬のしつけ方教室
（基礎講座）
日 7月9日㈫13時30分～15時30分
③飼い主さがしの会
日 7月17日㈬13時30分～15時
④ふれあい広場
日 7月20日㈯10時～12時
⑤犬のしつけ方教室
（実技講座）
日 7月20日㈯13時30分～15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）
費 ①〜④無料⑤ 3,240円 申 電話
問 同センター東葛飾支所☎7191－0050

市役所１階市民ギャラリーで
次の展示を行います。

7月1日㈪～4日㈭

四季の花々展

「夏艶」
をテーマに展示します。
問 生涯学習課☎7150－6106
1001705

7月1日㈪～4日㈭、
7月22日㈪～31日㈬

手工芸作品展

市文化協会手工芸部の
作品を展示します。
問 ㈱アーテック☎7154－1441

サマージャンボ宝くじの購入は県内で
令和元年度サマージャンボ宝くじ
（市町
村振興宝くじ）
が7月2日～8月2日に販売

1001703

生涯学習センター
（流山エルズ）
の講座
講座名
リピーター続出の
ちょっとだけエアロ
椅子を使って筋貯金!
ころばん塾

期 日
7月7日・14日・28日の日曜

茶道
（裏千家）

7月2日・16日、8月27日、
9月3日・17日の火曜

フィットネスジム
※初回講習あり

水曜を除く毎日

パソコン講座

時 間
9時30分～
10時30分
10時50分～
11時50分

費 用
各500円

持タオル、室内靴

※要申し込み

7,500円（全5回）
※別途1回300円
（材料代）
1回2時間400円
9時～20時30分
持室内履き、タオル、
（土・日曜、祝日
飲み物、印鑑
（初回
は19時まで）
のみ）
※要申し込み
9時30分～14時

①Windows10の使い方:7月3日㈬・4日㈭
①13時～15時
②ビジネスワード:7月10日㈬・11日㈭
②③10時～12時
③ビジネスエクセル:7月29日㈪・30日㈫

各2,000円

申 問 生涯学習センター
（流山エルズ）
☎ 7150－7474

市民対象の公民館パソコン教室
（8月）
●文化会館のパソコン講座
講座名

スマホ教室

期 日

8月8日㈭

問 文化会館☎ 7158－3462

1014849

時 間
内 容
13時30分～
スマートフォンの疑問解決をお手伝いします
16時30分

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） 定 10人
費 1,500円

持 スマートフォン、
充電器

●初石公民館のパソコン講座
講座名
マンツーマン
パソコン教室

定 10人

問 初石公民館☎ 7154－9101

期 日
時 間
内 容
8月5日㈪ 13時30分～ 入門、ワード、エクセル、メール・インターネット、
6日㈫ 16時30分
デジカメ編集、その他よろず受け付け

費 2,500円

水曜
（13時～15時 30分）
ケアセンター
問同相談所☎ 7159−4970
●遺言・相続無料相談
（予約制）
13日
（13時 30分～16時 30分）
北
 部高齢者なんでも相談室（地域
包括支援センター）
※先着 3人
問同相談室☎ 7155－5366
●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

申 電話

申 電話

☎ 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）
3日・8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 2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

2日・26日
（18時30分〜20時30分）
江戸川台福祉会館
14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）
12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
（予約制）
●マンション管理士派遣相談
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

日 7月 31日㈬ 10時～16時 所 千葉地方裁判所松戸支部 内 刑事裁判についての説明後、模擬裁判に参加 対 中学・
夏休み中学生・高校生模擬裁判
（千葉県弁護士会松戸支部主催） 高校生 定 20人
（先着順） 費 無料 申 7月 4日 9時から電話 問 千葉県弁護士会松戸支部☎ 047－ 366－ 1211
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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
費 無料

講座

持 ②のみスマートフォン

申 7月2日9時から電話

問思井福祉会館☎7159－5666

★東部公民館のイベント
①いきいきスクエアステップ
日 7月10日㈬13時～14時30分
費 100円 持室内靴、タオル、飲み物、動
きやすい服装
②はじめてのオカリナ
日 7月12日㈮･26日㈮10時～11時30分
定 各15人
（先着順） 費 1回700円
（別途
オカリナ代2,700円）
持 オカリナ(お持ちの方のみ)
③やさしいピンコロ健康法
日 7月15日㈷9時30分～11時30分
定 24人
（先着順） 費 300円
持 タオル、
飲み物、動きやすい服装、5本指
靴下
④子育てママのパン講座
7月はピザ作りを学びます。
日 7月17日㈬10時～13時
講ジャパンホームベーキングスクール師範･
高橋静子さん 対子育て中のママ
定 10人
（先着順）
※０歳～就学前児の一時
保育あり
費 1,000円
（一時保育は別途300円）
持エプロン、三角巾、マスク、タオル、筆記
用具、布巾２枚、持ち帰り用袋
⑤レッツ・レクGSD
日 7月24日㈬13時～14時30分
講日本レクリエーション協会インストラク
ター･松本裕美さん
定 20人
（先着順） 費 100円
持 タオル、
飲み物、室内靴
【共通事項】
所 東部公民館
申 ①不要②～⑤電話または直接窓口へ
問東部公民館☎7144－2988

★スマートフォン基本講座
日 ①7月12日㈮②7月23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）

しみんの 伝言板
掲載を希望する方は、掲載申込書（一部の
市内公共施設に備え付け、市ホームページか
らダウンロードも可）を、秘書広報課へ提出し
てください。 なお、イベント掲載希望者は、掲
載希望号の１カ月前までに提出してください。
問 秘書広報課☎7150−6063

1007526

イベント
■ 子 供 書 道 展 =開 催 中 ～7月7日㈰ 8時
30分～18時
（7日は 12時まで )、南流山セ
ンター。無料 問 江渕☎ 7150－ 8188
■思い出スケッチの会会員作品展 =7月1
日㈪～15日㈷ 9時～17時（1日は 13時か
ら、15日は 15時まで）
、南流山センター。
無料 問 平野☎ 090－ 2404－ 4955
■さあ、あなたもご一緒に…グラウンド・ゴ
ルフを始めませんか ?（おおたかクラブ主
催）=7月1日㈪、7月3日～31日の水曜 9
時～12時、西初石近隣公園。無料※要申
し込み 問 樋山☎ 7154－ 7384
■子育ての仲間作りに♪マタニティヨガ＆産
後ヨガ♪赤ちゃん連れ大歓迎♪(赤ちゃんと

無料税務相談

★北部公民館の講座･イベント
①歌のひろば
日 7月17日㈬13時～14時30分
定 180人
（先着順）
②映画のひろば
代々加賀藩に仕えてきた武士が、家族
の支えを得ながら倹約に取り組む
「武士の
家計簿」
を上映します。
日 7月17日㈬15時～17時10分
③ふるさとの史跡巡りトーク＆ウオーク
NPO法人流山史跡ガイドの会副理事
長・田村哲三さんを講師に迎え、太田道灌
と千葉孝胤が戦った前ケ崎の合戦など、戦
国流山の様子を振り返ります。希望者に
は深井城跡の土塁を案内します。
日 7月20日㈯9時～10時40分※ウオー
ク希望者のみ12時まで。小雨決行
定 30人
（先着順）
【共通事項】
所北部公民館
費 ①②無料③100円※希望者は別途
100円
（保険代含む）
申①②不要③電話または直接窓口へ
問北部公民館☎7153－0567

★野々下福祉会館の講座
①野々下いきいき講座
ウサギの七夕飾りを作ります。
日 7月19日㈮9時30分～11時30分
講 椿の会代表・川口洋世さん
費 1,500円
（材料代含む）
持 洋裁道具、
木工用接着剤
つばき

1018588

②個人指導によるスマホ教室
日 7月22日㈪13時30分～16時30分
費 1,500円
持 スマートフォン、
筆記用具
③個人指導によるパソコン教室
（全2回）
日 7月24日㈬・25日㈭13時30分～16
時30分
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そ

の他よろず相談から1つ選択
費 2,500円 持ノートパソコン(貸し出し
可)、筆記用具
【共通事項】
所 野々下福祉会館
定 10人
（先着順）
対 市内在住・在勤・在学の方
申 7月2日から電話
問野々下福祉会館☎7145－9500

★南流山福祉会館の講座
①スマホ・パソコン無料相談会
日 7月19日㈮13時30分～15時30分
対市内在住・在勤・在学の方
定 20人
（先着順） 費 無料
持スマートフォンまたはパソコン
（電源付
き）
、筆記用具
申電話または直接窓口へ
②ペン彩画スケッチ体験会
鉛筆と耐水性のペンを使ってスケッチを
し、水彩絵の具で色付けするペン彩画の
基礎を学びます。
日 7月21日㈰9時～12時
講東葛スケッチの会主宰・鈴木利尾さん
対市内在住・在勤の方
定 15人
（先着順） 費 大人800円、小学
生500円
（画材代含む）
申 7月2日から電話または直接窓口へ
【共通事項】
所南流山福祉会館
問南流山福祉会館☎7150－4320

★すず虫飼育教室 音楽隊を育てよう
すず虫の飼育方法の解説後、すず虫を
無料でお渡しします。
日 7月20日㈯14時30分～15時30分
所 文化会館 定 60人(先着順)
費 無料 持えさや土を入れていないふた
付きの容器 申 電話
問 文化会館☎7158－3462
1014860

★普通救命講習会
AEDを使った応急手当てを学びます。

日 7月21日㈰9時～12時

ア

ト

リ

エ

ブ

ル

ー

ム

★就職個別相談セミナー
面接に
0000000
つながる履歴書
（自己ＰＲ）
の書き方
決まり切った書き方ではなく、ポイントを
絞った自己PRの書き方を学びます。
日 8月7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） 対主に若年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(先着順) 費 無料 持 筆記用具
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

会議 どなたでもお聴きになれます
★
（仮称）
おおたかの森
児童センター整備に係る説明会
日 7月7日㈰10時30分～11時30分
所上下水道局

内同センター整備に係る方針について

※2歳〜就学前児の一時保育あり。詳細
はお問い合わせください。
定 60人
（先着順） 申 不要
問 子ども家庭課☎7150－6082

★市民参加推進委員会
日 7月9日㈫10時から 所 市役所

内 平成30年度市民参加条例対象事業の
評価について
問コミュニティ課☎7150－6076

対 市内在住・在勤で中学生以上の方

日 7月12日㈮14時から 所 市役所

申 7月1日10時から電話

いて
問 社会福祉課☎7150－6079

定 15人
（先着順） 費 無料

問中央消防署☎7158－0266

エ イ パ

か

すだれを使って涼しげな壁かけを作りま
しょう。
日 8月2日㈮13時30分～15時30分
所 向小金福祉会館
講 エムポワール主宰･藤本ますみさん
対 市内在住･在勤･在学の方
定 5人(先着順)
費 3,000円(材料代含む)
持はさみ、
持ち帰り用の袋
申 7月2日9時から電話
問 向小金福祉会館☎7173－9320

★福祉施策審議会

所 中央消防署

13時、杜のアトリエ黎明。4,500円※要申
一緒に流山 de 美ヨガ＆ダンス♪主催）=①
マタニティヨガ＆産後おしゃべり美ヨガ♪(ハ し込み 問 安田☎ 090－ 3206－ 1164
■カヌー初心者体験会 (流山カヌークラブ
イハイ前の赤ちゃんまで）:7月2日～8月27
主催 )=7月14日㈰ 9時～12時、流山北高
日の火曜13時 20分～15時②音楽に合わ
校付近の江戸川。3,000円※要申し込み
せて産後美ヨガストレッチ♪(2歳未満のお
問 赤木☎ 090－ 7260－ 1165
子さんまで）:7月4日～8月29日の木曜13
■美しが丘女声合唱団第 25回演奏会 =7
時 30分または14時～15時 30分、いずれも
月14日㈰ 14時～15時 30分、文化会館。
十太夫福祉会館。500～800円※要申し
無料 問 吉川☎ 7158－ 9678
込み 問 事務局 biyoga8@gmail.com
■グラウンド・ゴルフを始めてみませんか ?
■国際交流サロン 世界を知ろう
「インド」
(Ｎ
老人力アップと健康増進に…（流山市グラ ＰＯ法人流山市国際交流協会主催 )=7月
ウンド・ゴルフ協会北部支部主催）=7月5
14日㈰ 14時～16時、キッコーマン アリー
日〜26日の金曜 9時～11時、東深井地区
ナ。無料 問 小谷☎ 090－ 4243－1049
■ 第 60回 室 内 楽 演 奏 会 (APA柏 例 会 主
公園。 無料※要申し込み。 雨天中止 問 佐
藤☎ 7152－ 3869
催 )=7月15日㈷ 12時～16時 30分、けや
■流山陶友会 40周年作品展（市教委後
きプラザ(我孫子市)。無料 問 臼田☎7151
－ 5625
援 )=7月5日㈮～7日㈰ 10時～17時（5日
■ 生 涯 現 役ときわ会 作 品 展 (市 教 委 後
は 12時から、7日は 15時まで）
、生涯学習
援 )=7月18日 ㈭ ～21日 ㈰ 10時 ～18時
センター(流 山エルズ）
。 無料 問 水島☎
090－ 3901－ 1313
（18日は 13時から、21日は 17時まで）
、パ
問
■民謡無料体験（栄豊会主催）=7月6日㈯
レット柏。無料 佐藤☎ 7154－ 2980
■第 4回秋元松子記念展 (流山美術懇話
13時～15時、南流山福祉会館。 無料 問
西村☎ 7158－ 3930
会主催、市教委後援 )=7月18日㈭～24日
■ フラワ ードー ル 愛 花 ワ ークショップ
㈬ 10時～18時（18日は 13時から、24日
（Atelier Bloom主催）=7月9日㈫ 10時～
は 16時 30分まで）
、生涯学習センター（流
あい

★アーティフィシャルフラワー講座

内 流山市健康づくり支援計画の改正につ

山エルズ）
。無料 問 秋元☎ 7158－ 1109
■カヌー初心者講習会（流山カヌー同好会
主催）=7月21日㈰、8月24日㈯ 9時～15
時、江戸川(上貝塚)。3,000円、家族4,000
円※要申し込み 問 福田☎ 090－ 8302－
0629
■ひぽぽたあむの人形劇「こいぬの兄妹
チップとチョコ」
（NPO法人流山おやこ劇
場主催）=7月21日㈰ 11時～11時 40分、
15時～15時 40分、生涯学習センター（流
山エルズ）
。 前売おやこペア券 2,000円、
前 売 おとな 券 1,500円、前 売 子 ども 券
800円、当日おとな券 1,800円、当日子ど
も券 1,000円 ※ 0～1歳は無 料。 要 申し
込み 問 吉川 noyako085@gmail.com
■小栗啓豊作品展・水彩スケッチ画と表情
画 =7月25日㈭～31日㈬ 9時～17時（25
日は 12時から、31日は 15時まで）
、生涯
学習センター（流山エルズ）
。 無料 問 小栗
☎ 090－ 7735－ 7153
■流山子どもミュージカル 第 16回公演
「ピエロ人形の詩」= 7月28日㈰ 12時 30

分～14時10分、16時30分～18時10分、
文化会館。 前売 1,500円、当日 1,800円…
問 事務局☎ 050－ 6869－ 8952

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 7月 11日㈭・25日㈭ 10時～12時、13時～15時
県税理士会松戸支部 費 無料 申 電話 問 同支部☎ 047－ 366－ 2174

所 千葉

今月の
納税・納付

市の人口と予算〈8月1日現在〉

令和元年
No.1538

毎月1日・11日・21日発行

（ ）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 ）
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●〒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/

●発行／流 山 市
●編集／秘書広報課

●固定資産税・都市計画税
（第2期） ●国民健康保険料
（第2期）
●介護保険料
（第2期） ●後期高齢者医療保険料
（第1期）
1000533
納税・納付は便利な口座振替で

【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

第9回流山ジャズ・フェスティバル

青木研
スペシャルアンサンブル
デ ィ キ シ ー ラ ン ド

123456789

ジャズを基盤として日本の音やその他の民族音楽
を融合させる、完成度の高い個性的なスタイルを持っ
たトランぺッター曽根麻央さんが演奏を披露します。

ジ ャ ズ

DIXIELAND JAZZ
世界で活躍する流山市出身のバンジョー奏者 ･青木研
さんを中心に、多方面で活躍する一流アーティストによる
スペシャルライブをお届けします。
日 8月 10日㈯ 14時から
（13時 30分開場）
所生涯学習センター
（流山エルズ）
▷出演＝青木研（バンジョー）
、二井田ひとみ（トランペッ
ト）
、花岡詠二
（クラリネット）
、渡辺恭一
（テナーサックス）
、
寺尾陽介
（ベース）
、たき
ざわあつき
（ドラム）
、小
林創
（ピアノ）
、吉澤紀子
（ボーカル）
定 250人
（先着順）
▷チケット代＝前売
2,000円、
当日2,500円、
高校生以下 500円
※全席自由
申 電話または直接窓口
へ
問 生涯学習センター(流
山エルズ )
☎ 7150－ 7474

曽根麻央ジャズライブ

MAO SONÉ
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フィーチャリング

JAZZ IN MOTION

Featuring Naoyuki Hashimoto

日 8月 4日㈰ 14時開演
（13時 30分開場） 所生涯学習センター(流山エルズ )

▷出演＝曽根麻央（ピアノ、トランペット）、伊藤勇司（ベース）
、木村紘
（ドラム）
、橋本
直如（タップダンス）
定 300人
（先着順）
▷チケット代＝前売 2,000円、当日 2,500円、高校生以下 500円※全席自由
申電話または直接窓口へ
問生涯学習センター
（流山エルズ）☎ 7150－ 7474
ク イ ン テ ッ ト

MAO SONÉ Quintet
日 9月 8日㈰ 14時から
（13時 30分開場） 所スターツおおたかの森ホール
▷出演＝曽根麻央（トランペット）
、松丸契（サックス）、武本和大（ピアノ）、伊藤勇司
（ベース）、木村紘（ドラム）
定 494人（先着順） ▷チケット代＝前売 2,000円、当日 2,500円、高校生以下 500円
※全席指定。車椅子席、親子席あり
申 ①窓口 :7月 3日 9時からスターツおおたかの森ホールまたは生涯学習センター②
0120－ 240
ホームページ :7月 4日 10時から③カンフェティ:7月 8日 10時から（
－ 540※平日 10時～18時）
問生涯学習センター
（流山エルズ）☎ 7150－ 7474
スターツおおたかの森ホール☎ 7186－ 7638

流山市出身の歌舞伎俳優･中村梅乃

歌舞伎の顔〜白・赤・黒 化粧の美〜
おんな が た

流山市出身の歌舞伎俳優で女形（女役）の中村梅乃
さんが講師の講演会です。今回は化粧をテーマに、
色
の意味、役柄ごとの化粧法などの解説に加え、梅乃さ
んがスタッフに化粧を施す様子をご覧いただきます。
日 8月 24日 ㈯ 14時 ～16時 所 お お た か の 森 セ ン
（先着順） 費 500円
ター 定 100人
申 7月 2日 10時から木の図書館またはおおたかの森
センターに電話
問木の図書館☎ 7145－ 8000
おおたかの森センター☎ 7159－ 7031
1021649

市民環境講座
夏休み親子エコツアー

の皆さんを講師に
迎え、
雲を作る実験
国立環境研究所の公開イベントとつくばエ
を通して地球大気
キスポセンターを巡るバスツアーで、地球温
の循環を学びます。
暖化対策や最先端の環境技術を楽しく体験し
日 7月27日㈯13時
ましょう。世界最大級のプラネタリウム鑑賞
～15時
もあります。
雲発生実験器具で雲の仕組みを
日 7月 20日㈯ 8時～17時 30分
所 生 涯 学 習 セ ン 観察
所流山おおたかの森駅東口集合
ター
（流山エルズ） 対小学 4～6年生の親子
対小学 3年生以上の親子 定 40人
定 30組
（先着順）
（先着順） 持筆記用具、
飲み物
持筆記用具、
昼食、飲み物
【共通事項】
費無料 申市役所環境政策課へ電話
雲ができる秘密を探る
1002692
流山サイエンスエデュケーションラボ（NSEL） 問環境政策課☎7150－6083

リサイクルプラザの夏休み子ども講座

ヒストリーカフェ

戦国時代の幕開け―享徳の乱と前ケ崎の合戦―

リサイクルを楽しもう

今から 560年ほど前に起きた享徳の乱から関東の戦国時代が始まり、流山でも合戦が
しばしば起きました。生活道具などを見ながら、当時の様子を市立博物館学芸員と一緒
に考えてみましょう。
日 8月 3日㈯①小学生向け :10時～11時 30分②一般向け :13時～14時 30分
所東部公民館 費 300円
（資料・飲み物代） 定① 30人② 50人（いずれも先着順）
持筆記用具 申 7月 3日 10時から木の図書館へ電話または直接窓口へ
問木の図書館☎ 7145－ 8000
1021650

杜のアトリエ黎明の講座

プリザーブドフラワーで作るお供えの花
水替え不要でお花が傷みやすい夏でも枯れずに美しさを保
つ、プリザーブドフラワーのお供えの花講座です。講師の丁寧
な指導で、
誰でも簡単にセンスのよいアレンジが作れます。
日 7月 31日㈬ 13時 30分～15時 30分
所杜のアトリエ黎明
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
（1個）
持ワイヤーが切れるはさみ、
目打ち
（キリ）
、
メジャー
申一茶双樹記念館へ電話、
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

古紙100％再生紙、植物油インキ使用

世界で活躍する演奏家たちによる音楽を、ぜひ会場で
お楽しみください。チケット販売方法など詳細は、お
問い合わせください。

身近なものでリサイクルを体験しましょう。
講座

日時

費用

保冷剤で作る消臭＆芳香剤

7月7日㈰10時～12時30分

200円

ペットボトルオーナメントづくり

8月2日㈮10時～12時

100円

ぽんぽん帽子ストラップづくり

8月2日㈮13時～14時

無料

リサイクル小物入れづくり

8月5日㈪13時～16時

100円

アクアドームづくり

8月15日㈭10時～12時

リサイクルガラスで作品づくり

8月20日㈫10時～12時

ざ

ぶ とん

申し込み期限（必着）
不要

7月16日

無料

親子でミニ座蒲団づくり

8月21日㈬13時～16時

800円

ぬいぐるみづくり

8月23日㈮10時～16時

無料

7月29日

所クリーンセンター

対 小・中学生※保護者同伴。兄弟姉妹や友人同士

で参加の場合は、1グループにつき保護者 1人で
も可。大人のみの参加も可
定各子ども 10人
（先着順）
申 電子申請または往復ハガキ（1枚で複数講座申
し込み可）に開催日、講座名、住所、参加者名と学 小物置きにも使えるミニ座布団
年、電話番号、返信用に宛名を明記の上、〠 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
1018789

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。

