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場所・傷病者の状況など
を伝えます。 通報すると
指令員がその後の対応を
説明します

呼吸の有無を確認し、呼吸がな
い場合は胸骨圧迫を開始

❺ AEDを活用した救命活動
AEDが用意でき次第、胸骨圧迫と併わせて
活用します。自動音声に沿って次の手順で使
用してください。
1電源を入れる
電源を入れると音声ガイダンスが流れます
（ふたを開けると電源が入るタイプもあります）
。
2電極パッドを貼る
声掛けの後に服をはだけさせ、
電極パッドに記
載された位置に直接貼り付けます。AEDが自
動で解析し、
電気ショックが必要か判断します。
3放電ボタンを押す
電気ショックが必要と判断されると充電が始

まります。 数秒
で完了しますの
で、傷病者に誰
も触れていない
ことを確 認し、
周りに声掛けを
した後に放電ボ
タンを押してください。
電気ショックから2分ごとに解析が行われ、
再び電気ショックを与えるかを診断します。 傷
病者の反応があるまでは胸骨圧迫を継続して
ください。

市内公共施設や民間施設などにAEDを設置
市内には、各公民館や出張所、学校などの公共施設と、一部店舗や民間事業所など
にAEDが設置されています。 通勤や通学の途中などで AEDが設置されている場所
を確認しましょう。設置施設はホームページ
（＝二次元コード）
からご覧になれます。

AEDの無料貸し出し ● ● ●

市内で開催され、10人以上が参加するイベ
ントなどに、
AEDを無料で貸し出しています。
▷台数 =2台 (先着順 )※ 1イベントにつき1台
問消防防災課☎7158－0151

防火人文字の
作成映像を公開

▷貸出期間＝最大 1週間 費 無料 申 消防
防災課窓口などで配布する所定の申請書
を、使用する3週間前までに持参

つの
行動

❸ 119番に通報

５

①胸の中央にある胸骨の下半分に
重ねた手を置く
②約 5cm沈むまで強く押す
※小児・乳児の場合は片手や指で胸
の厚みの３分の１を目安に押す
③ 1分 間に100〜120回 のペース
を保つ
④救急隊に引き継ぐか倒れている
人が反応するまで続ける

問

を救 う

胸骨圧迫のやり方

30

を行うことによって救命の可能性は２倍以上に上昇
します。
いざという時に備え、救急車が到着するまでにと
るべき行動を身につけましょう。
消防防災課☎７１５８ ー０１５１

救急車や AED（自動体外式
除細動器）
の手配

市内では、
心肺停止状態で発見され、
心肺蘇生が必
要な事案が平成 年中に１０８件発生しています。
消防庁によると、救急車は通報を受けてから現場
に到着するまで平均約８分程度かかるといわれてい
ます。 救急車が現場に到着するまでの間、救命の可
能性は時間とともに低下していきますが、救命活動

❷ 周囲 に 助け を 呼ぶ

大きな声で呼び掛け、反応があるかを確認

❹ 胸骨圧迫

こうくう

歯科医師会による口腔がん検診…………………… 5面

URL https://www.city.nagareyama.chiba.jp/

倒れている人がいたら
❶ 意識 の 有無 の 確認

青少年主張大会発表者を募集… ………………… 4面

〒270-0192 千葉県流山市平和台1-1-1

あなたが で き る ！

（代表） FAX 04-7150-0111
☎04-7158-1111

●●●
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10月26日㈯開催Harvestival
親子ファッションショーの
参加者を募集…………………… 8面

勇気をもって救命活動を
流山市消防団第一分団長

長濱 弘樹さん

日常生活の中で意識を失っている人に出
会う場面は非常に少ないと思います。しか
しながら、倒れている人をたまたま通りが
かった人が発見し、近くの事業所にあった
AEDを使用することで命が救われたケース
が実際に市内でありました。また、私自身
も職場で倒れた同僚に胸骨圧迫を行った経
験があります。
救命活動が必要となる場合は、誰にでも
急に起こり得ます。その時に行動を起こすだけで命が助かる確率
は格段に上がります。もしもの時に的確な行動がとれるように、ま
ず救命講習などを受講し、救命活動が必要な方がいた場合は、ぜひ
勇気を持って行動してください。

救命講習を随時受け付けています
月に1度開催している救命講習のほか、受講希望者が 10人以上
であれば、各消防署で講習会を開催します。 詳細は各消防署にお
問い合わせください。
問 中央消防署☎︎ 7158−0119/東消防署☎︎ 7146−0119/南消防
1021134
署☎︎ 7159−0119/北消防署☎︎ 7152−0119

昨年流山小学校児童の協力で作成した防火人文字の作成過程を公開しています。市ホームページからご覧になれますので、ドロー
1003053
ンでの撮影風景や流山小学校上空の景色をぜひ、
お楽しみください。 問 予防課☎ 7158－ 0270
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ガーデニングコンテストの入賞結果

1002356
岩佐喜夫さんの入賞作品

－

0

8

15

市民トイレ制度のご利用を
流山おおたかの森駅周辺の商業エリアを快適に
回遊できる空間を目指し、いつでも安心してトイレ
を利用できる
「市民トイレ制度」
を設けています。民
間商業施設など店舗内のトイレを一般に開放して

もらう制度で、協力店の出入り口などに「市民トイ
レ協力店」
のステッカー
（＝画像）
が貼られています。
利用する際はマナーを守り、次に使う方も気持ち
よく利用できるようご協力をお願いします。

市民トイレ協力店一覧 (8月1日現在 )

施設名
開放時間
流山おおたかの森S・C（おおたかの森南1）
10時～22時
TXグランドアベニューおおたかの森（おおたかの森北1）
セブン-イレブン流山おおたかの森駅西口店（おおたかの森西1）
セブン-イレブン流山おおたかの森駅東口店（おおたかの森東1）
24時間
ミニストップおおたかの森駅前店（おおたかの森東1）
こかげテラス（おおたかの森西1）
7時～24時
ホテル ルミエールグランデ流山おおたかの森
（おおたかの森北1） 9時～17時

問まちづくり推進課☎ 7150－6090

国保・後期高齢者医療制度加入者の方へ

高額療養費と入院時食事代の減額
負担額減額認定証」の交付を受けること
で、入院中に負担する食事代が減額されま
す。
1カ月の医療費が一定額以上かかった ※高額療養費の「限度額適用認定証」と兼
場合に給付される高額療養費の令和元年 用になります
（負担額は表 3参照）
。
8月からの自己負担限度額は、平成 30年
各種認定の申請方法
中の所得に応じて決定されています。
表 1・2の自己 負 担 限 度 額を超えて支 ▪国民健康保険加入者
払っている方には、郵送でお知らせします
市役所保険年金課または各出張所で申
ので申請してください。
請してください。
なお、自己負担限度額には、保険適用外
すでに認定証の交付を受けている方も
の診療や食事代などは含まれません。
保険証の更新に伴い、再度申請が必要で
す。 保険料に滞納がある方は、認定でき
限度額適用で窓口負担を少なく
ない場合があります。
70歳未満の方や、70歳以上で「限度額
なお、表 3中の「91日以上の入院」に該
適用認定証」
の申請が必要な方
（表 2参照） 当する方は、申請により、食事代が減額さ
は「限度額適用認定証」の交付を受けるこ れます。
とで、医療機関にかかる際、一つの医療機 ▪後期高齢者医療制度加入者
関窓口での支払いを高額療養費の自己負
平成 30年度に「限度額適用・標準負担
担限度額までとすることができます。
額減額認定証」
の交付を受けていて、今年
70歳以上で「限度額適用認定証」の申 度も該当する方には、引き続き認定証を送
請が不要な方（表 2参照）は、被保険者証 付します。 なお、令和元年度から減額認
の提示により、窓口での支払いは限度額ま 定証の対象となる方は、申請をお願いしま
でとなりますので、認定証は不要です。
す。また、区分Ⅱ
（注 3）に該当している方
※外来でも使用できます。
のうち、過去 12カ月で 91日以上の入院を
している方は、申請により入院中の食事代
入院時の食事代を軽減
の負担額が減額されます。
非課税世帯の方は、
「限度額適用・標準 問保険年金課☎ 7150－6077

令和元年度高額療養費の
自己負担限度額

問

商業施設のトイレを一般開放

金賞は岩佐喜夫さん
第 18回ガーデニングコンテストの入賞者と、市民特別賞の受賞者
が決定しました。入賞作品は、市役所みどりの課や市ホームページで
ご覧になれます。
▷受賞者（敬称略）＝金
賞 :岩佐喜夫、銀賞 :沓掛
正、銅賞 :渡辺美津子、
丸木千恵、市民特別賞 :
武藤里美
問みどりの課
☎ 7150－6092

3

福祉施策審議会委員を募集

8

20

▽応募方法＝任意様式に住所、
氏名
（ふりがな）
、
生年月日、
年
齢、
性別、
職業、
経歴、
電話番号
などを明記の上、「応募理由や
福祉に関する意見」を 800
字以内にまとめたものを添え
て、 月 日（必着）までに〠
270 0192流 山 市 役
所社会福祉課へ郵送、メール
または持参
▽選考方法＝応募書類および
小論文、
面接による審査
▽選考結果＝応募者全員に通
知※応募書類は返却しません。
社会福祉課
☎７１５
6079

1002352

7

hokenfukushi@city.
nagareyama.chiba.jp
1021936

市総合運動公園に展示さ
れるD-51形蒸気機関車（デ
ゴイチ）と、流鉄流山線の客
車として使われていたキハ
31などの改修作業を行うた
めの寄附金を、12月31日ま
で募集しています。このデ
ゴイチは、昭和 11年に初め
て製造されたうちの 1台で、
とても貴重な機関車です。
個人で 3万円以上、団体
で 5万円以上の寄附をいただいた方には、ご希望により現地の案内板にお名前を
記載させていただきます。手続きなど詳細は、市ホームページをご覧になるかお問
い合わせ下さい。
問みどりの課☎ 7150－6092

福祉の増進に皆さんのご意見を

12月31日まで寄附を受け付け

福祉施策審議会は、福祉に
関する主要な施策に関し、必
要な調査や審議を行います。
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。
▽応募資格＝ 歳以上の市内
在住・在勤・在学の方で、他の
審議会などの委員を つ以上
委嘱されていない方
▽募集人数＝ 人
▽任期＝委嘱の日から 年
（ 月委嘱予定）
▽活動内容＝年に 回程度の
会議
（原則平日開催）
▽報酬＝日額 7200円（交
通費含む）

日本で最初の
「デゴイチ」
を改修

11
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多機能トイレ
有
無
有

1017993

高額療養費の自己負担限度額
表 1 70歳未満の方
（1カ月）
医療機関ごと
（入院・外来別）
の自己負担額が 2万 1,000円を超えた場合は合算できます。
区分
※いずれも基礎控除後の
3回目まで
所得。非課税を除く
（注1）
25万2,600円※医療費が84万2,000円を超えた場合は、そ
901万円超
の超えた分の1％を加算
600万円超
16万7,400円※医療費が55万8,000円を超えた場合は、そ
901万円以下
の超えた分の1％を加算
210万円超
8万100円※医療費が26万7,000円を超えた場合は、その超
600万円以下
えた分の1％を加算
210万円以下
5万7,600円
住民税非課税世帯
3万5,400円

表2

4回目以降
（注2）
14万100円
9万3,000円
4万4,400円
2万4,600円

70歳以上の方および後期高齢者医療制度加入者
（1カ月）

自己負
担割合

外来の限度額
外来＋入院限度額
認定証の
（個人ごと）
(世帯ごと)
申請
25万2,600円
住民税課税所得
不要
※医療費が84万2,000円を超えた場合は、その超え
690万円以上
た分の1%を加算。4回目以降14万100円(注2)
16万7,400円
現役並み
住民税課税所得
3割
※医療費が55万8,000円を超えた場合は、その超え
所得者
380万円以上
た分の1%を加算。4回目以降9万3,000円(注2)
必要
8万100円
住民税課税所得
※医療費が26万7,000円を超えた場合は、その超え
145万円以上
た分の1%を加算。4回目以降4万4,400円(注2)
5万7,600円
1万8,000円
不要
一般
※4回目以降4万4,400円
（年間上限14万4,000円）
（注2）
1割・2割
区分Ⅱ(注3)
2万4,600円
8,000円
必要
区分Ⅰ(注4)
1万5,000円
区分

非課税世帯の方の入院時食事療養費
表 3 １食当たりの入院中の食事代
（通常 1食 460円）
申請の翌月分から適用になります。
対象
非課税世帯および70歳以上で区分Ⅱ(注3)の方
70歳以上で区分Ⅰ(注4)の方

90日までの入院
1食 210円
1食 100円

91日以上の入院
1食 160円
1食 100円

注 1：基礎控除は、総所得金額などから33万円を引いた額
注 2：過去 12カ月間に、一つの世帯で限度額を超えた支給が 3回以上あり、4回目以降に該当する場合
注 3：非課税世帯で区分Ⅰ以外の方 注 4：非課税世帯で年金収入が 80万円以下の方など

常に安全に通行できる状態にする必要があります。生け垣や樹木が道路上にはみ出していると道路が狭まり、
思わぬ事故
8月は道路ふれあい月間 道路は、
生け垣などの適正な管理を が発生する原因になります。生け垣や樹木の枝がはみ出さないよう適正な管理をお願いします。 問 道路管理課☎7150－6093
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“これからの私”
のためのキャリアプランニング

31

ID

9月12日㈭

私らしいキャリアプランニング(1)
～私のこれまでの経験と強み～

9月19日㈭

私らしいキャリアプランニング(2)
～新しいキャリアデザインを描いてみよう～

問

20

－

20

問企画政策課☎ 7150－6064

インターネット公売を実施

20

9

義務者のマイナンバーが分か
る書類を、市役所障害者支援
課へ持参※郵送および出張所
での提出は不可

ライフ＆キャリアデザインに必要な
コミュニケーション

9
9

内容

9月5日㈭

7

新規申請は随時受け付け

期日
※時間はいずれも10時〜12時

8

11

次の要件に該当する方は、
国の手当を受給できる可能性
があります。支給制限など詳
細は、
お問い合わせください。
特別障害者手当： 歳以上で
最重度の障害が重複している
在宅の方
障害児福祉手当： 歳未満で
最重度の障害のある方
特別児童扶養手当：中程度以
上の障害や疾患のある児童
（ 歳未満）
を監護している方
障害者支援課
☎ 7150 6081
1000991

子育てと仕事の両立、自分が望むキャリアなどに不安や悩みはありま
せんか。 最新の就職状況や、広がりつつある女性の活躍の現状を踏ま
え、私らしいキャリアプランを一緒に考えます。
所南流山センター
講ジャーナリスト･福沢恵子さん
対就職を希望する女性 定 25人
（先着順） 費無料
申 市ホームページから電子申請または講座申込専用電話（☎ 080－
5494－2323）
へ※ 1歳～就学前児の一時保育あり
（先着 15人、8月27
日までに要申し込み）

8

8

月 日～ 月 日に提出を

国の手当の「特別児童扶養
手当」「特別障害者手当」「障害
児福祉手当」
「経過的福祉手
当」を受給している方の所得
状況届（現況届）の提出を、
月 日まで受け付けます。
対象の方には関係書類を郵
送します。提出がない場合、
月から来年 月分までの手
当が受けられなくなりますの
でご注意ください。
▽提出期間＝ 月 日～ 月
日※平日のみ
▽提出方法＝①所得状況届
（現況届）
②特別児童扶養手当
証書または亡失届（受給者の
み）
③年金支払通知書
（年金受
給者のみ）④平成 年度の課
税証明書
（該当者のみ）
⑤別居
監護申立書
（該当者のみ）
⑥受
給者、配偶者、対象児童、扶養

キャリア形成支援講座
（全3回）

9
9

11

特別児童扶養手当、特別障害
者手当など
（国手当）
の現況届

第1541号 令和元年8月1日㈭
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児童手当の現況届

入札は市内・外、個人・法人を問いません

未提出の方は早急に提出を

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＝8月16日㈮ 13時～9月4日㈬ 23時
問税制課☎ 7168－1049
1000521

児童手当の現況届は7月1日が提出期限であったため、現況届を提出していない方には、
６月分以降の手当を支払うことができません。 現況届を提出していない方は、必要書類を
添えて早急に提出してください。
▷提出方法＝必要書類を同封の返信用封筒で郵送または市役所子ども家庭課へ持参
1001252
問子ども家庭課☎ 7150－6082

市有地を
一般競争入札で売却

流山市民まつり青空市の
出店
（展）
者を募集中

水道週間ポスター
作品を募集

市内・市外の個人・法人を問いません

本日から市外事業者からの受け付け開始

受け付けは9月13日まで

次の市有地を一般競争入札で売却します。 市内・市
外の個人・法人を問いません。ただし、一定条件に該当
する方は入札に参加できない場合があります。詳細は、
市ホームページをご覧ください。
▷市有地の所在地＝平方字浅間前 110－6ほか 4筆
（2，
786.83㎡）
▷最低売却価格＝148,538,039円
▷入札参加申し込み＝市役所財産活用課または各出張
所で配布の申込書に必要事項を明記の上、8月23日
17時までに財産活用課へ持参
▷入札日／場所＝8月26日㈪／市役所
問財産活用課☎ 7150－6069

11月3日に開催される第 41回流山市民まつりの青空市
の出店
（展）
者を募集しています。
本日から、市外事業者からの受け付けも開始します。 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。
定テント:9団体程度（先着順）※電気 ･水道 ･ガス設備なし。
同時出店
（展）
不可
費市内：販売 1万 7,000円、
ＰＲ1万円
市外：一律 2万 5,000円
申必要書類を添えて8月9日17時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

6月1日～7日は「水道週間」です。市では、来年の水
道週間の展示などで使用する作品を募集します。テー
マなど詳細は、市ホームページをご覧になるかお問い合
わせください。
対市内在住 ･在勤 ･在学で 20歳以上の方
▷応募規格＝四つ切りサイズの画用紙
（392㎜×542㎜）
▷応募方法＝作品の裏に氏名
（ふりがな）
、住所を明記の
上、9月13日
（必着）
までに〠 270－0128流山市おおた
かの森西 1－19流山市上下水道局経営業務課へ郵送
または持参※応募は 1人 1点のみ。 応募作品は返却し
ません。
問経営業務課☎ 7159－5315

1018396

1014057

10月1日から

1019052

幼児教育・保育の無償化がスタート

幼児期の教育や保育の重要性を踏まえて、子育てを行う家庭の経済的な負担軽減を図
るため、10月1日から幼稚園 ･保育所
（園）
･認定こども園などの利用料が別表のとおり無
償化されます。 手続きなど詳細は、市ホームページをご覧になるかお問い合わせくださ
い。

幼稚園･保育所(園)などを利用している方へ

認可保育施設の保育料の見直し時期を変更
毎年 9月に実施していた保育料の見直しは、今年度に限り10月に実施します。0～5
歳児クラスまで全てが対象で、3歳児クラス以降の保育料の決定額は 0円となります。

2人以上いる場合の利用料減額規定は従来通り

認可の教育・保育施設を利用している方
対公立幼稚園・私立幼稚園・公立保育所
（園）
・私立保育所
（園）
・認定こども園を利用する3

～5歳児クラス、住民税非課税世帯の 0～2歳児クラス、私立幼稚園の満 3歳児クラス
▷利用料＝無償※私立幼稚園の利用料は、月額 2万 5,700円まで無償化。給食費や行事
費などの実費負担部分、延長・夜間保育利用料などは対象外。

幼稚園･認定こども園（1号認定）の
預かり保育を利用している方

同一世帯に2人以上の就学前児が認可保育所または幼稚園を利用している場合は、従
来通り2人目の児童が 2歳児クラス以下の場合は半額、3人目以降の場合は無料です。
利用サービス
（注）
保育所（園）、
認定こども園、
小規模保育施設

３～５歳児クラス
無償

保育の必要性の認定が必要

❖通常の教育時間（満3歳児クラス含む）
月額2万5,700円まで無償
幼稚園
（新制度に移行し ❖預かり保育
（月額1万1,300円上限）
まで無償
ていない幼稚園） 日額450円×利用日数
保育の必要性の認定が必要

対保育の必要性があると認定されたお子さん
▷利用料＝原則日額 450円×利用日数
（月額 1万 1,300円上限）

認可外保育施設、
一時預かり事業
など
障害児通園施設

認可外保育施設などを利用している方

月額3万7,000円まで無償

０～２歳児クラス
(住民税非課税世帯のみ）
無償

保育の必要性の認定が必要

ー

月額4万2,000円まで無償

保育の必要性の認定が必要

保育の必要性の認定が必要

無償

無償

▷利用料＝0～2歳児クラス（住民税非課税世帯）: 月額 4万 2,000円まで無償。3～5歳
児クラス: 月額 3万 7,000円まで無償。

注：無条件で全ての施設が無償化の対象とはなりません。 施設が届け出をしていない場
合は、無償化の対象にならない場合があります。
1022002
問保育課☎ 7150－6124

日＝日時

申＝申し込み

対保育の必要性があると認定されたお子さん

所＝場所

講＝講師

内＝内容

対＝対象

定＝定員

費＝費用

持＝持ち物

問＝問い合わせ
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い

新設の認可保育園「
（仮称）南流 ▷募集人数＝45人
問㈱キッズホーム欒
山駅前保育園」と認可保育園の分
☎ 070－4540－2866
園「聖華いつき保育園分園」が 10
聖華いつき保育園分園
月1日に開園します。 申し込み方 （仮称）
法など詳細は、市ホームページを ▷所在地＝南流山 4－2－9
対 0～2歳児
ご覧ください。
問保育課☎ 7150－6124
▷募集人数＝27人
問聖華いつき保育園
(仮称）
南流山駅前保育園
☎ 7158－1145
▷所在地＝南流山 2－4－1
対 0～5歳児
らん

青少年が日常生活の中で考えていることをまとめ、
広く社会に訴える「青少年主張大会」の発表者を募集し
ます。
日 9月27日㈮ 13時 40分～16時 40分
所文化会館
対市内在住・在勤・在学で中学生～18歳の方
定 17人※応募多数の場合は原稿審査
▷発表内容＝家庭、学校生活、社会
（地域活動）
および身
の回りや友達との関わりに対する意見や感想、提言など
（1人 5分程度） 費無料
申 申込書と発表原稿（注）を8月23日までに市役所生
身も心もリフレッシュ!
涯学習課へメール※市内中学・高校生は学校を通じて
申し込みください。
体を動かしてリフレッシュしませ
足立摩記さん
注：市ホームページからダウンロード。 必ずそのままの
定
各50人 、
子ども各30人
（先着順）
んか。お子さん連れでも参加でき
書式設定（発表原稿はワード入力で A４縦長縦書上下 2
費各 500円、
子ども1人各 100円
ます。
段、1,600字程度）
を使用
日 9月6日 ㈮ ･20日 ㈮ 10時 30分
持 飲み物、タオル、ヨガマットまた
問
生涯学習課☎
7150－6106
～11時 30分
はバスタオル
shougaigakushu@city.nagareyama.chiba.jp
所初石公民館
申電話または直接窓口へ
1001605
講 フィットネスインストラクター･… 問初石公民館☎ 7154－9101

市内 40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 9月14日㈯ 14時～16時
所スターツおおたかの森ホール
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
問認定子ども園みやぞの幼稚園
☎ 7159－2954
森のまちひなた保育園☎ 7189－8988
（いずれも平日 10時～16時）

ママのためのリフレッシュサロン

1001181

トロワクレール6thコンサート
小さなお子さん連れでも参加できる
コンサートです。
日 9月1日㈰ 14時～15時（13時 30分
開場）
所森の図書館
▷出演＝丸山江梨香（クラリネット）
、…
玉井理絵
（ピアノ）
、岩井理緒
（フルート）
対親子
定 60人
（先着順）
費 500円※小学生以下無料
申 8月3日 9時 30分から窓口でチケッ
ト配布※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

流山市青少年主張大会
発表者を募集

申し込みは8月6日から

潜在保育士研修を
開催

親子で楽しむ
コンサート

あなたの熱い思いを!

新設保育園の入園児を募集

市内の私立保育園で
資格を活かしませんか？
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赤ちゃんといっしょ（全3回）
子育てママのセミナー

専門家の方からアドバイスを受けながら、ベビーマッサージ
やママの体のケア、赤ちゃんの食事などを学びます。
日 9月2日㈪ ･9日㈪・26日㈭ 10時～11時 30分※ 26日は 12
時まで
所北部公民館
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 12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、日ごろ気になることを明記
の上、8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

1022092

東京理科大学「サイエンス夢工房」
公開講座（全5回）
専門知識を学ぼう

東京理科大学、野田市教育委員会と共催で公開講座を実施します。
期日
※いずれも14時～16時

内容

講師

9月28日㈯

末期がんを楽〜に
完全治癒させる未来を創ろう

10月12日㈯

数学者が見ている数の世界

10月26日㈯

データサイエンスのきほん

東京理科大学
名誉教授･坂口謙吾さん
理工学部数学科
准教授･青木宏樹さん
理工学部情報科学科
准教授･田畑耕治さん
理工学部土木工学科
教授･二瓶泰雄さん

近年の豪雨災害の特徴
～命を救う行動とは～
化学の視点で生物を研究する～
ニホンライチョウの餌の成分解
析に基づく保全研究を中心に～

11月9日㈯
11月30日㈯

所東京理科大学野田キャンパス

定 100人
（先着順） 費 2,000円

理工学部
応用生物科学科
准教授･倉持幸司さん

対高校生以上

申文化会館に電話

問文化会館☎ 7158－3462
サイエンス夢工房
（事務局）
☎ 7122－9137
1014859

1014850

乳幼児をもつ方の交流の場
（8月）
※ひだまりサロン、さくらんぼくらぶ、南流山ぽかぽかサロンはお休みです。
問 文化会館☎7158−3462

南流山センターのイベント
①夏休み親子バルーンアート教室
動物などを風船で作ってみよう。
日 8月10日㈯ 10時～12時
対 3歳～小学 6年生とその保護者
定 14組
（先着順） 費 1組 300円
②夏休み親子でスポーツ体験
ふうせんバレーボールや、パラリンピック
公式種目・ボッチャなどを親子で体験しよう。
日 8月24日㈯ 13時～15時 対 小学生以上
定 15組
（先着順） 費 1組500円 持タオル、
飲み物、動きやすい服装
【共通事項】
所南流山センター
申電話または直接窓口へ
問南流山センター☎ 7159－4511
子育てママのゆるヨガ
親子で一緒にリフレッシュ
日 8月21日㈬ 10時 30分～11時 30分
所 東部公民館 対 3歳までのお子さんとそ
（先着順） 費 1組 700円
の保護者 定 20組
持動きやすい服装、タオル、ヨガマットまたは
バスタオル、飲み物
申電話または直接窓口へ
問東部公民館☎ 7144－2988

子育てサロン特別版
先輩ママから幼稚園について聞いてみよう。
日 8月24日㈯ 10時 30分～12時
所生涯学習センター(流山エルズ )
定 15組 (先着順 )
費 1組 300円
（資料代） 申電話
問 生涯学習センター(流山エルズ )☎ 7150－
7474
こども理科実験室 渦のふしぎ
日 8月25日㈰ 13時～15時 所北部公民館
対 小学生 定 10人
（先着順） 費 100円
申電話または直接窓口へ
問北部公民館☎ 7153－0567
双子 ･三つ子の子育てひろば
さくらんぼくらぶ
（全２回）
子育て中の心配や不安などを話しながら、
助産師によるエクササイズなどで心も体もほ
ぐしませんか。プレママも参加できます。
日 9月8日㈰・29日㈰ 10時 30分～11時 40
分 所初石公民館
対 3歳未満の双子・三つ子とその保護者
定 10組
（先着順） 費無料
申文化会館に電話
問文化会館☎ 7158－3462

1001275

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
●親子サロン

費 無料

申 不要

問 各公民館

日／内6日㈫／自由遊び。おもちゃ病院もあり

20日㈫／紙しばい、絵本の読み聞かせ
所初石公民館
（☎7154－9101）
●おおたかの森ひろば	日21日㈬ 内児童館のおもちゃで遊んだ後、親子ふれあい遊
びをします。
所おおたかの森センター
（☎7159－7031）
●たんぽぽのひろば	日22日㈭ 内親子体操。おもちゃ病院もあり。14時まで和室
（☎7144－2988）
を開放 所東部公民館
※なかよしひろば、すくすくひろばはお休みです。

児童館・児童センター 8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

1001236

日程
7日㈬

13日㈫～17日㈯

催し物
おばけやしき

楽しいクラフト

江戸川台児童センター
☎7154−3015

5日㈪～10日㈯

かんたんクラフト

赤城児童センター
☎7158－4545

22日㈭

マンカラ大会

29日㈭

おばけやしき

28日㈬

ボンバー大会

十太夫児童センター
☎7154−5254

29日㈭

音楽劇を楽しもう！

野々下児童センター
☎7145−9500

17日㈯

ののチャンシップ

思井児童センター
☎7159－5666

21日㈬

向小金児童センター
☎7173－9320

5日㈪
1日㈭

おはなしの日

サイエンス教室

6日㈫

巨大新聞ドームを作ろう

2日㈮

サイエンス教室

23日㈮

夏まつり

おばけ屋敷

バイオテクノロジー教室 麹の魅力を語る 日 8月 23日㈮ 14時～16時 所 柏の葉カンファレンスセンター 対 中学生以上 費 無料 申 住所、氏名、年齢、電話
番号を明記の上、ファクスまたはメール 問 同研究所☎ 7123－ 5975 FAX 7123－ 5953 biotech@nisr.or.jp
（(公財)野田産業科学研究所主催）
こうじ
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献血に
ご協力を!
献血していただいた血液は大
切に使われています。 貴い命を
救うため、一人でも多くの方の
ご協力をお願いします。
日 ① 8月16日㈮ 9時 30分〜11
時 ② 8月17日 ㈯ 10時 ～11時
45分、13時～16時 所 ①上下
水道局②スターツおおたかの森
ホール ▷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

流山市歯科医師会による
口腔がん検診

健康を支える栄養学基礎学習講座(後期)

こ

一家に一人「正しい食生活」で健康管理ができる人を育てよう
健康を支える栄養学の基礎を体系的に学ぶための基礎学習講座を開催しま
す。講座では、食生活分析診断（ミラー）を受けていただきます。流山市国民健
康保険および後期高齢者医療制度に加入している方は無料ですが、その他の方
は有料
（7,000円程度）
です。
期日

時間

9月10日㈫

学習内容

環境と生命体のビデオ、身体の入れ替わり、睡眠、食生活分析

9月24日㈫

栄養素の生理的役割、食生活分析の仕上げに向けて

10月1日㈫ 13時～16時
10月8日㈫

食品の栄養学的個性、正しい油脂のとり方
検査データの見方、グラムのわかる能力とは

10月22日㈷

持デジタルはかり

正しい食生活実践に向けて、献立のたて方①

10月29日㈫ 10時～13時

費800円

11月5日㈫ 13時～16時

所文化会館

持計算機

【調理実習】

持エプロン、三角巾、布巾、デジタルはかり

食生活分析診断の結果説明、献立のたて方②

持筆記用具、保険証
（初回のみ）

申住所、氏名、年齢、電話番号を明記の上、市役所保険年金課へファクスまたは

NPO法人健康を育てる会・流山
（佐藤☎ 080－5643－2779）
に電話
問保険年金課☎ 7150－6077 FAX 7150－3309
1018092

障害者福祉センターの講座
①聞こえのサポーター講座
（全 4回） 筆談のテクニックを学ぶ
難聴や中途失聴などで聴力に障害のある方と、筆談で対話するためのテク
ニックを学んでみませんか。
日 9月4日～25日の水曜 10時～12時 所 障害者福祉センター（東深井福祉会
ファクスまたは直接窓口へ
館内） 申 8月2日から電話、
②障害者の料理講座
鶏肉のカレースープ煮やレタスと卵のスープ、あんみつを作ります。
日 9月6日㈮ 10時～13時 所南流山センター 持三角巾、
エプロン
申 8月2日から障害者福祉センターに電話またはファクス※送迎あり、バス停要
相談
③手話講習会
（全 15回）
※初心者対象
日 9月6日～12月13日の金曜 12時 45分～14時 45分 所 南流山センター
申 8月2日～25日に障害者福祉センターに電話、
ファクスまたは直接窓口へ
【共通事項】
対①③市内在住・在勤・在学の方②市内在住で障害者手帳をお持ちの方
定①②20人
（先着順）
③30人
（多数抽選） 費①③300円②500円程度
（材料代）
問障害者福祉センター☎ 7155－3638 FAX 7153－3437

う

く

う

専門医による視触診を実施
がく

日本大学松戸歯学部顎 顔面と口腔外科の専門医の協
力を得て、視触診による口腔がん検診を実施します。
口腔がんが進行すると、食事や会話など日常生活に大
きな影響が生じます。入れ歯やさし歯による治りにくい傷
や、口の中になかなか消えないシコリなどはありません
か。他の病気と紛らわしいこともありますので、早期発見
のために検診を受けましょう。
日 9月8日㈰ 9時 15分～12時 15分
所保健センター 対市内在住の方
定 300人
（先着順） 費無料
申往復ハガキに
「口腔がん検診希望」
、郵便番号、住所、氏
名、年齢、性別、電話番号、返信用に宛名を明記の上、8月
31日
（必着）
までに〠270－0121流山市西初石4－1433
－1保健センター内流山市歯科医師会へ郵送※家族で複
数人申し込む場合は 1枚に全員分を記入
問流山市歯科医師会☎ 7155－3355
保健センター☎ 7154－0331

介護支援サポーター
養成講座
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 9月13日㈮ 9時 45分～16時
所南流山センター
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
問市ボランティアセンター☎ 7159－4939

VR認知症体験会
認知症の方の思いを感じてみよう
VR（ヴァーチャルリアリティー）の技術を活用
して、認知症の症状や認知症の方が見ている
世界を体験し、認知症への理解を深めます。
日時
いずれも14時～15時30分
9月4日㈬

南流山センター

12月11日㈬

東部公民館

11月19日㈫

初石公民館

対市内在住 ･在勤 ･在学で 13歳以上の方

定各 30人
（先着順） 費無料

申住所、氏名、電話番号、参加希望日を明記の
上、市役所介護支援課にファクスまたは電話
問介護支援課☎ 7150－6531
FAX 7159－5055

1000824

1021872

もぎたての梨・ぶどうは格別

法律の専門家などが相談に応じます

贈答品にも最適!

8月

健康保健あんない

開催教室

日程

ハローベイビー

9日㈮

もぐもぐ教室
（予約制）

21日㈬
29日㈭

カムカムキッズ
（予約制）

27日㈫

南流山センター

23日㈮
30日㈮
育児相談

9日㈮
20日㈫

22日㈭

むし歯予防教室 1回目19日㈪・2回目
26日㈪・3回目28日㈬
（予約制）
①3カ月児…個人通知
②1歳6カ月児…1日㈭
健康診査
・2日㈮・5日㈪
③3歳児…6日㈫・7日㈬
・8日㈭
食事相談
（予約制）
平日
成人健康相談
（予約制）

観光果樹組合の各農園では、梨
農園名
小倉果樹園
（駒木台）
やぶどうの直売を行っています。市
須賀観光果樹園
（十太夫）
内で、もぎたての果実のおいしさを
（名都借）
※もぎ取りは不可
味わってみませんか。開園時間、価 高城農園
オーチャー
ド
・
ガーデン㈱水代果樹園
格、地方発送の可否など詳細は、各
（向小金）
農園にお問い合わせください。
水野果樹園
（前ケ崎）
問農業振興課☎ 7150－6086
戸部農園
（野々下）
1002197

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15分〜13時30分受け付け）
保健センター
（9時45分〜10時15分受け付け）
向小金福祉会館
（9時45分〜10時15分受け付け）
保健センター
東武公民館
保健センター
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

森の図書館

10月8日㈫

成年後見制度の無料個別相談
成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害のある方の権利や財
産を守るために、家庭裁判所が選任した成年後見人などが、法律的に支
援する制度です。 成年後見制度の利用を考えている方は、お気軽にご
相談ください。
日 8月29日㈭ 13時～16時※ 1組 40分以内 所 北部公民館 対 市内
在住 ･在勤 ･在学で成年後見制度の利用を考えている方やその家族など
定 4組
（先着順） 費無料 申市役所高齢者支援課に電話
1018881
問高齢者支援課☎ 7150－6080

場所

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。
9月分の予約も可
（9月2日㈪･20日㈮･28日㈯）
母子健康手帳を持参。今月の保健センターは１
歳以上の幼児対象
（その兄弟も相談可）
3～4カ月児の離乳食指導。母子健康手帳、器、
スプーン持参

※もぎ取りは土曜のみ

電話番号

種類

☎7152ｰ0839

梨、ぶどう

☎7153ｰ4911

梨

☎7145ｰ6247

ぶどう

☎7174ｰ4451
☎7144ｰ7863

梨

☎090ｰ1466ｰ9652

ぶどう

松戸健康福祉センター（松戸保健所）各種無料相談
事業名
電話
（予約不要）
不妊相談
来所
思春期相談
精神保健福祉相談
酒害相談
即日検査
エイズ
検査
夜間検査
電話
（予約不要）
DV相談
来所
（予約不要）
障害者 電話
差別相談
来所

実施日
（8月）
13日㈫

27日㈫
1日㈭･19日㈪
15日㈭
6日㈫･20日㈫
20日㈫
平日
原則金曜
月・火・木・金曜

時 間
問・予約
9時～11時30分
13時30分～15時
13時30分～15時30分 ☎047ー361ー2138
14時～16時
14時～16時30分
13時30分～14時
☎047ー361ー2139
17時15分～18時15分 ※1週間前から受付
9時～17時

※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

☎047ー361ー6651
☎047ー361ー2346

FAX 047ー367ー7554

救急医療

平成30年8月～9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
令和元年5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30年1月生まれの幼児対象

平成28年4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

【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

（市内小・中
特別支援学級介添員 ▷勤務日時＝平日8時～16時30分※学校により変動あり。学校の長期休業期間を除く ▷勤務場所＝特別支援学級設置校
1001358
の登録者を募集 学校）
※応募方法など詳細は、
市ホームページをご覧になるか、
お問い合わせください。 問 学校教育課☎ 7150－6104

第1541号 令和元年8月1日㈭
持 はさみ、ピンセット、持ち帰り袋、グルー
ガン(お持ちの方のみ)
③3B体操 無料体験講座
日 9月10日㈫10時～11時
講（公社）日本3B体操協会指導者･佐々木
澄子さん
定 15人
（先着順）
費 無料
持 動きやすい服装
【共通事項】
所 向小金福祉会館
対 市内在住･在勤･在学の方
申 8月2日から電話
問 向小金福祉会館☎7173－9320

★木の図書館 教養講座
御朱印帳をつくろう

会議 どなたでもお聴きになれます
★緑の基本計画策定委員会
日 8月9日㈮15時から 所 市役所
内 緑の基本計画の改定案について

折り本で、大判の御
朱印帳をつくる初心
者向けの講座です。
日 9月7日㈯13時～
14時30分
所 東部公民館
対 中学生以上
定 25人
（先着順）
費 500円
（材料代）
申 8月2日10時から木の図書館に電話ま
たは直接窓口へ
問 木の図書館☎7145－8000
1022070

問みどりの課☎7150－6092
1020004

資格･求人
★学校給食の臨時調理員
応募方法など詳細は、
お問い合わせくだ
さい。
▷勤務日時＝学校給食実施日の8時30分
～15時45分
（応相談）
▷時間給＝調理師または栄養士資格あり：
990円、
資格なし：950円
（いずれも交通費
別途）
問 学校教育課☎7150－6104
1021492

健康づくり推進員協議会の講座
①軽スポーツに挑戦!
パラリンピックの公式種目・ボッチャなど
を紹介します。
日 8月16日㈮13時30分～15時
所東部公民館
定 20人
（先着順）
持 飲み物、
動きやすい服装、運動靴
②歩く脳トレ運動! スクエアステップ
日 8月30日㈮13時30分～15時
所キッコーマン アリーナ
定 50人
（先着順） 持 飲み物、動きやすい
服装、
タオル、室内靴
【共通事項】
対 市内在住･在勤･在学の方
費無料
申保健センターに電話
問保健センター☎7154－0331

“いいとこ探し”でいきいき家族
（千葉県男女共同参画センター主催）
（一社）日本支援助言士協会理事長･…

8月

鶴田恵美子さんを講師に迎え、家族の関
係づくりなどを学びます。申し込み方法な
ど詳細は、
お問い合わせください。
日 9月15日㈰13時30分～15時
所 イオンモール千葉ニュータウン
（印西市）
定 100人
（先着順）
※1歳～就学前児の一
時保育あり
（要予約）
費 無料
問同センター☎043－420－8411
（月曜
休館。祝日の場合は翌日）

その他
★利根運河交流館のイベント
①うんがいい! マルクト
日 8月2日㈮10時～16時
内 産直野菜・工芸品などの販売
②かつこと一緒に歌いましょう＠運河駅
市内在住のフォークシンガー･有吉かつ
こさんによるライブをお届けします。
日 8月15日㈭13時30分～14時10分、
15時～15時40分
【共通事項】
所 運河駅ギャラリー(運河駅自由通路)
費 無料
問 利根運河交流館☎7153－8555（月･
火曜休館）

★朗読劇ワークショップ発表公演
近代文学の世界2
俳優・演出家の梅田宏さんが演出・指導
を行ったワークショップの参加者が熱演し

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。

市民相談室の相談
月〜金曜
（8時30分〜17時）
☎7158－1616
❶法律相談
（予約制）
火・木曜（13時～15時 40分）
※ 13日・15日を除く
❷悩みごと相談
（予約制）
人権・行政
月曜
（10時～15時）
❸税務相談
（予約制）
28日
（13時〜16時 30分）
❹登記相談
（予約制）
14日
（13時〜15時 40分）
❺交通事故相談
（予約制）
19日
（10時〜15時）
❻不動産相談
（予約制）
21日
（13時〜16時 30分）
❼暮らしの手続き相談
（予約制）
16日
（13時〜16時）

1002359

その他の相談
●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）
2日・9日・23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

ます。
日 8月18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)
定 250人
（先着順）
費 500円
（高校生以下無料）
申 電話または直接窓口へ
問生涯学習センター
（流山エルズ）
☎7150－7474

★千寿の会
今回は、CRSモキハナクラスによるフラ
ダンスの披露があります。
日 9月2日㈪13時30分～15時
所 東深井福祉会館
対 市内在住･在勤･在学の方
定 40人(先着順)
費 100円
（お菓子代）
申 8月2日から電話、ファクスまたは直接
窓口へ
問 東深井福祉会館☎7155－3638
FAX 7153－3437

6

対 市内在住の方※商業者の出店は不可

定 35店
（多数抽選）※同一世帯での複数

の応募は無効。過去1年間に当選した方
以外を優先
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、8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

★ガレージセールの出店者を募集
出店スペースなど詳細はお問い合わせ
ください。
日 9月29日㈰9時30分～13時
所 クリーンセンター

1016740

市民ギャラリー

今月の展示
市役所１階市民ギャラリーで
次の展示を行います。

8月1日㈭～30日㈮

学校作品展

市内中学校生徒の作品を
展示します。
問 ㈱アーテック☎7154－1441
1001703

生涯学習センター
（流山エルズ）
の講座
講座名
初めての
デジカメ講座
子供向け!
オカリナ教室

期 日

時 間

9月3日～24日の火曜

18時～20時

費 用
5,000円（全4回）
持デジカメ
8月5日・26日、9月9日・30日、10月7日・
4,000円(全8回）
16時45分～18時
対小学生～高校生
28日、11月11日・25日の月曜
1回500円
リラックス効果抜群の
13時30分～
定30人
（先着順）
8月2日・9日・30日の金曜
ヨーガセラピー
14時45分
持バスタオル
①基礎から最短コース:8月5日㈪・6日㈫・
就職のための
7日㈬・26日㈪・27日㈫・28日㈬
①6,000円（全6回）
10時～12時
パソコン講座
②実践力アップコース:8月19日㈪・20日
②4,000円（全4回）
㈫・29日㈭・30日㈮
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
（9月）
●文化会館のパソコン講座
講座名
①マンツーマン
パソコン教室

問 文化会館☎ 7158－3462

1014849

期 日
時 間
内 容
9月12日㈭ 13時30分～ 入門、ワード、エクセル、メール・インターネット、
13日㈮ 16時30分
デジカメ編集、その他よろず受け付け
9月26日㈭
9時～12時 基礎的なことからBGMの追加など
27日㈮

②パワーポイント

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）
定 ① 10人② 12人

費 2,500円

●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

申 電話

問 初石公民館☎ 7154－9101

期 日
時 間
内 容
9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）
10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

持 スマートフォン、
充電器

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）
8日・19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

6日・23日
（18時30分〜20時30分）
江戸川台福祉会館
11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）
9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
●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

ご参加ください。日 8
認定農業者連絡 市内の認定農業者で組織する認定農業者連絡協議会主催の講演会を開催します。地域の農業に興味のある方はぜひ、
協議会の講演会 月6日㈫ 13時 30分～15時 所 クリーンセンター 定 40人
（先着順） 費 無料 申 市役所農業振興課に電話 問 農業振興課☎ 7150－6086
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★は市または指定管理者などの主催のもの
対 図書館利用カードをお持ちの方※お持

講座
★東部公民館の講座･展示･イベント
①納涼飾り
日展示中～8月30日㈮9時～21時
②いきいきスクエアステップ
日 8月7日㈬13時～14時30分
費 100円 持 運動靴、
タオル、飲み物
③やさしい和菓子作り
日 ❶8月18日㈰❷8月19日㈪いずれも
9時30分～11時30分
講 和菓子愛好家･戸部省三さん
内❶スイーツおやき、きなこあめ❷ごま餡
ふくさ
対 ❶親子❷20歳以上の方
定 各24人
（先着順） 費各500円
持 エプロン、三角巾、マスク、手拭き、台拭
き、持ち帰り容器
④竹のおもちゃ作り
日 8月22日㈭9時30分～11時30分
対 小学生 費 100円
持 軍手、
タオル、飲み物、持ち帰り袋
⑤なつかしき歌声サロン
日 8月23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
⑥レッツ・レクGSD
日 8月28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、運動靴
【共通事項】
所 東部公民館 申 ①②⑤⑥不要③④電
話または直接窓口へ
問 東部公民館☎7144－2988

★森の図書館の講座･イベント
①ギャラリーガラスケース展示
市内で活動するジオラマ工房の会員作
品を展示します。
日 8月1日㈭～31日㈯9時30分～17時
（1日は13時から、31日は15時まで）
費 無料
1022091

②秋のココペリ演奏会
結成12周年を迎えた市民吹奏楽団「ア
ンサンブル・ココペリ」によるチャリティー
コンサートです。
日 9月8日㈰14時～16時

ちでない方は登録を
定 70人
（先着順）
費 無料※会場に募金箱を設置
申 8月4日9時30分から窓口でチケット配
布
（1人2枚まで）
※お体の不自由な方はお
問い合わせください。
1022094

③古文書講座 やさしい古文書入門
（全3回）
江戸時代に書かれた毛筆のくずし字を読
むためのコツを、
分かりやすく解説します。
日 9月14日、
10月12日、
11月9日の土曜
いずれも13時～15時
講 東京堂出版編集部・小代渉さん
定 50人
（先着順）
費 各1,000円
（資料代） 申 8月2日10
時から電話または直接窓口へ
1022093

【共通事項】
所 森の図書館
問 森の図書館☎7152－3200

★博物館の企画展関連講座
9月16日まで開催している企画展の関
連講座として、市内の発掘成果を分かりや
すく解説する講座や、縄文土器に触るワー
クショップなどを行います。
①ギャラリートーク
日 8月4日㈰、
9月8日㈰11時～12時
②ワークショップ 縄文土器に触ろう
日 8月22日㈭10時30分～15時30分
③企画展関連講演会
日 8月31日㈯13時30分～16時
定 40人
（先着順）
【共通事項】
所①②博物館③中央図書館
費無料
申 ①②不要③8月2日9時から博物館に
電話
問 博物館☎7159－3434
1021828

★思井福祉会館の講座
①スマートフォン基本講座
スマートフォンでメールや市の公共施設
予約システムの使い方を学びます。
日 ❶8月9日㈮❷8月20日㈫いずれも
13時30分～15時30分
内スマートフォンを❶お持ちでない方❷お
（先着順）
持ちの方向け 定各10人
持 ❷のみスマートフォン

5948
■戦争パネル展と講演会 (流山市立博物
館 友 の 会 主 催 )=8月17日 ㈯ 11時 ～16
1007526
問 秘書広報課☎7150−6063
時、生涯学習センター(流山エルズ )。無料
問 辻野☎ 7154－ 3675
イベント
■パラダイスステップダンス無料講習会
■グラウンド・ゴルフをはじめてみませんか ?
(DADA舞 夢 主催 )=8月20日㈫ ･27日㈫
老人力アップと健康増進に…(流山市グラウ 12時 10分～13時、南流山センター。 無
ンド
・ゴルフ協会東部支部主催)=8月5日・19 料※要申し込み 問 能村☎ 7158－ 3145
日・26日の月曜 9時～11時、東部近隣公園。 ■ファミリークッキング (健康を育てる会・
流山主催)=8月24日㈯9時45分～13時、
無料※要申し込み 問 吉田☎ 7158－7944
■健康吹き矢始めませんか ! 腹式呼吸で 南流山センター。1,300円※要申し込み
血流 UP無料体験会 ((一社 )日本スポーツ 問 佐藤☎ 080－ 5643－ 2779
ウエルネス吹矢協会流山市江戸川台支部 ■初めての書道教室 (家庭倫理の会柏市
主 催 )=① 8月5日㈪・21日㈬ 9時 ～11時、 流山支苑主催 )=8月24日㈯ 13時 30分～
東深井福祉会館② 8月6日㈫・21日㈬15時 15時 30分、十太夫福祉会館。 無料※要
～17時、北部公民館③ 8月8日㈭ 9時～11 申し込み 問 中山☎ 080－ 5642－ 4882
・27日 ■消しゴムはんこ教室①親子向け②大人
時、駒木台福祉会館④ 8月12日
（振休）
㈫ 9時～11時、江戸川台福祉会館。無料 向け (消しゴムはんこのアトリエ「ニジカラ」
※ 要 申し 込 み 問 鈴 木 ☎ 090－ 7422－ 主 催 )=8月25日 ㈰ ① 親 子 :10時 ～11時

しみんの 伝言板

まい

無料税務相談

む

②初心者、中級者のためのピアノ講座
日 8月12日
（振休）
12時～15時
定 5人
（先着順）
【共通事項】
所思井福祉会館
対 市内在住・在勤・在学の方
費 無料 申 8月2日9時から電話
問思井福祉会館☎7159－5666

★スマホ・パソコン無料相談会
日 8月16日㈮13時30分～15時30分
所南流山福祉会館

対 市内在住・在勤・在学の方

定 20組
（先着順） 費無料

持 スマートフォン、パソコン
（電源付き）
、筆

記用具
申 電話または直接窓口へ
問 南流山福祉会館☎7150－4320

★博物館こども教室
貝アクセサリーをつくろう
貝は、縄文時代からアクセサリーとして
利用されてきました。さまざまな貝を使っ
て、オリジナルのアクセサリーをつくりませ
んか。
日 8月23日㈮13時30分～15時30分
所中央図書館 対 小･中学生
定 20人
（先着順） 費 無料
申 8月2日9時から博物館に電話
問 博物館☎7159－3434
1022042

★個人指導によるパソコン教室
（全2回）
日 8月23日㈮･24日㈯13時30分～16
時30分
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） 費 2,500円
申 8月2日から電話
問 野々下福祉会館☎7145－9500

★リサイクル講座
①健康布ぞうりづくり
日 9月2日㈪10時～16時
定 20人
（多数抽選）
費 300円
（材料代）
持 不用布、
昼食
1019293

②不用布で子どものスカートづくり
日 9月12日㈭10時～15時
定 5人
（多数抽選）※1〜6歳児の一時保
（材料代）
育あり 費 300円
持 不用布、
昼食など
1016841

30分②大人 :13時～15時、京和ガスおお
たかの森ショールーム(おおたかの森東
1)。①2,000円②3,000円※要申し込み。
小 学 1年 生 以 上の親 子 対 象 問 いとう
atelier.nijikara@gmail.com
■ファミリーコンサート(ママさんブラス…
あっぷる隊°
主催、市 ･市教委後援 )=8月25
日㈰ 13時 30分～15時、文化会館。無料
問 事務局
nagareyamaapple-brass@
yahoo.co.jp
■石井玲華書画展 =8月30日㈮～9月3
日㈫ 10時 ～18時 (30日は 14時 から3日
は 16時まで )、生涯学習センター（流山エ
ルズ）
無料 問 石井☎ 7159－ 5379
■第40回運河塾 利根運河を鳥獣保護区
に(利根運河の生態系を守る会主催、市後
援 )=8月31日㈯ 13時 30分～16時 30分、
生涯学習センター(流山エルズ )。300円※
高校生以下無料 問 新保☎ 7154－ 6746
■プロコーチとトップ選手による公開練習＆
ぱい

③ネクタイでネックレスづくり
日 9月17日㈫10時～16時
定 10人
（多数抽選）
費 500円
（材料代）
持 ネクタイ、
昼食など
1016312

④和風小物入れづくり
日 9月18日㈬
10時～12時
定 10人
（多数
抽選）
費 300円
持 チャコペン、
はさみ
1016311

【共通事項】
所 クリーンセンター
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、①は8
月22日②③④は9月2日②で一時保育を
利用する方は8月22日（いずれも必着）
ま
でに〠270－0174流山市下花輪191ク
リーンセンターへ郵送または持参
問 クリーンセンター☎7157－7411

★就職支援セミナー 子育てしな
がら自分らしく働きたい方へ
日 9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 子育て中のママ
定 20人(先着順)※2歳〜就学前児の一
時保育あり
（先着5人。9月18日までに要
申し込み）
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

★向小金福祉会館の講座・イベント
①傾聴実践トレーニング
日 9月5日㈭13時30分～16時
講グリーフカウンセラー･金山美智子
定 5人
（先着順）
費 500円
（資料代）
持 筆記用具
②プリザーブドフラワー講座 仏花を作り
ましょう
日 9月6日㈮13時30
分～15時30分
講 エムポワール主宰･
藤本ますみさん
定 5人(先着順)
費 3,000円(材料代含む)
講習会 (NPO法人流山アストロズ卓球クラ
ブ 主 催 )=9月1日㈰10時 ～15時、キッコ…
ーマン アリーナ。1,000円、高校生以下
700円※要申し込み 問 森下 natc@nifty.
com
■アロハ・ハワイアンフェスタ2019! (同
実行委員会主催 )=9月1日㈰ 13時～16
時 30分、生涯学習センター(流山エルズ )。
無料 問 事務局☎ 090－9954－1235
■わたなべまゆみのハートフルコンサート
柏の葉 vol.6((一社 )柏の葉カレッジリンク・
ネットワーク主催 )=9月1日㈰ 14時から、
柏
の葉カンファレンスセンター。1,000円※
要申し込み 問 中村☎ 080－5963－4567
■「モノと時間と心の整理」講師井田典子
(松戸友の会主催、市教委後援 )=9月19日
㈭ ① 10時 ～11時 30分 ② 13時 30分 ～
15時、スターツおおたかの森。 前売 700
円、当日 800円※要申し込み 問 事務局☎
7173－7626

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 8月 22日㈭ 10時～12時、13時～15時
会松戸支部 費 無料 申 電話 問 同支部☎ 047－ 366－ 2174

所 千葉県税理士

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.1541

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/

8月7日㈬～
10日㈯

●発行／流 山 市
●編集／秘書広報課

森のナイトカフェ

【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
ハ

ー

ヴ

ェ

ス

テ

ィ

バ

ル

10月26日㈯㈯Harvestival

親子ファッションショーの参加者を募集
123456789

真夏の夜の4日間限定イベント

今年も「森のナイトカフェ」が、8月7日
か ら オ ー プ ン し ま す。 大 迫 力 の 噴 水
ショーに、
遊べるウォーターアトラクショ
ン、海の中をイメージした会場で味わう
おいしいグルメ＆ビアなどお楽しみはさ
まざま。毎日違うグルメとイベントが楽
しめる森のナイトカフェにぜひ、家族や
友人と一緒にご来場ください。
日 8月 7日㈬～10日㈯ 17時から（10日㈯のみ 16時から）※天候によりプログ
ラムの変更あり
所流山おおたかの森駅南口都市広場
1004013
問マーケティング課☎ 7150－ 6308

9月7日㈯

●市・県民税
（第2期） ●国民健康保険料
（第3期）
（第3期） ●後期高齢者医療保険料
（第2期）
●介護保険料
1000533
納税・納付は便利な口座振替で

ビ

10月 26日に開催する Harvestivalでは、市内を中心にハンド
メイド子ども服のワークショップを行う「フリースタイル」と協
力し、手作りの洋服や小物を身に着け、親子で楽しむファッショ
ンショーを実施します。
参加者の方には、8月 31日に開催する事前説明会に参加いた
だきます。また、9月 8日 ･9日にフリースタイルが主催するモ
ノづくり講習会に無料で参加できます。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 0～12歳のお子さんとその保護者 定 30組
（多数抽選） 費無料
申住所、氏名、電話番号、参加するお子さんの名前 ･年齢 ･性別を明記の上、8月 14日までに
にメール
フリースタイル代表 ･内田（ freestyle.hm78@gmail.com）
1004014
問マーケティング課☎ 7150－ 6308

8月 23日㈮ 第43回流山花火大会

ア

流鉄BEER電車

走る流鉄
プレミアムコンサート
チケットの販売開始

有料観覧席は残りわずか

おいしい食事と
お酒や音楽が楽し
める「流鉄 BEER電
車」の開催に先が
けて、走る流鉄車
内でお酒とジャズ
の生演奏が楽しめ
るプレミアムコンサートを今年も実施します。
流山駅と馬橋駅を往復する 30分間を、すてきな演
奏とともにお楽しみください。
日 9月7日㈯①14時18分～14時50分②15時14分～
15時 41分※いずれも流山駅発着 所流鉄流山駅集合
▷出演＝青木研＆ディキシーランド
（＝写真）
定 各 40人（先着順） 費 各 2,000円（ビール 2本・お
つまみクッキー付き、
運賃含む）
申 8月 1日 10時から流山駅でチケットを販売
問 流山本町・利根運河ツーリズム推進課
1014078
☎ 7168－ 1047

大人気の花火と音楽がシンクロする流山スカイミュー
ジカルを絶好の場所でご覧になれる有料観覧席が好評販
売中です。
日 8月 23日㈮ 19時～20時 15分※雨天・荒天の場合は 8
月 24日㈯ 所流山 1～3丁目地先の江戸川堤
前売り有料観覧席※売り切れ次第終了
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）
【有料観覧席の購入】
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。
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
1013060

浴衣着付けサロン
着付けのプロが子どもから大人まで浴衣をすてきに着
付けます。ヘアセットを済ませてお越しください。

9月2日～4日の試合に無料招待

所 ZOZOマリンスタジアム (千葉市 )

対 市内在住・在勤・在学の方

定 20人
（先着順） 費 500円

持 浴衣一式※衣類・荷物の預かり不可。小物の貸し出し

はありません。 申電話
問流山商工会議所☎ 7158－ 6111

市役所の駐車場を
「車いす優先観覧スペース」
に
利用希望の方は申し込みを
車いすをご利用の方に安全な場所から花火を楽しん
でもらうため、今年も市役所の駐車場の一部を車いす優
先観覧スペースとして開放します。
対市内在住で、主に車いすで在宅生活されている方
定 30組（先着順）※車いす利用者 1人に対し2人まで介
助者・保護者の同伴可。1組 1台駐車場を用意。 後日、
参加証と駐車券を送付します。 費無料
申住所、氏名、介助者の人数、来庁する車両番号を明記
の上、市役所障害者支援課にメール、ファクス、電話また
は直接窓口へ
問 障害者支援課☎ 7150－6081 FAX 7158－2727
shougaishien@city.nagareyama.chiba.jp
1001057

チケット購入はお早めに

ピアノデュオ ･鍵盤男子のコンサートチケット
が好評販売中です。思わず息を呑む超絶技巧を駆
使した高速連弾や、観客と一体となるパフォーマ
ンスをぜひ、お楽しみください。
日 9月 1日㈰ 17時から 所文化会館
▷チケット代／販売場所＝ 3,000円
（全席指定）／文化会館
1001711
問生涯学習課☎ 7150－ 6106

一茶双樹記念館･杜のアトリエ黎明のイベント
しゃてい

②生誕 150年記念 第 8回秋元洒汀展
パ ト ロ ン
～行動する後援者～
流山の醸造家・秋元洒汀は、菱田春草など幅広
い芸術家を支援し、自らもさまざまな芸術・文化
に才能を発揮しました。生誕 150年の記念の年
に、写真・自転車など当時の最先端の趣味や、赤
城神社・流鉄など地域への貢献、著名人との交遊
など、洒汀の人と業績を紹介します。
日 8月 10日㈯～18日㈰ 9時～17時
所杜のアトリエ黎明 費無料
問 一茶双樹記念館☎・FAX 7150－ 5750（月曜
休館、祝日の場合は翌日）
info@issasoju-leimei.com

古紙100％再生紙、植物油インキ使用

対市内在住の方

鍵盤男子チャリティーコンサート in 流山

定 各 50組 100

人 (多数抽選 )※内野自由席のみ
申 8月2日～16日に千葉ロッテマ
リーンズホームページの専用応
募フォーム
（＝二次元コード）
から
問マリーンズ・インフォメーションセンター
☎ 03－ 5682－ 6341
スポーツ振興課☎ 7157－ 2225

①一茶双樹記念館俳句教室
（入門・一般各全10回）
江戸時代の代表的な俳諧師・小林一茶と、流山
の醸造家・五代目秋元三左衛門（俳号：双樹）が親
交を深めたゆかりの地・一茶双樹記念館で 9月
から来年 7月までの俳句教室の受講生を募集し
ます。入門コースと一般コースで実施しますの
で、初めての方も経験者の方も、ゆったりと楽し
みながら俳句を学んでみませんか。日程など詳
細はお問い合わせください。
所 一茶双樹記念館 講 流山俳句協会会長・北川
昭久さん、
同協会会員・篠塚雅世さん
定各 15人程度
（先着順） 費各回 1,000円
申電話、
ファクスまたはメール

所流山商工会議所

第76回流山市民芸術劇場

千葉ロッテマリーンズ特別観戦
千葉ロッテマリーンズでは、ZOZOマリ
ンスタジアムで行われるホームゲームに市
民の皆さんをご招待します。シーズン終盤
の熱い公式戦を、
ぜひお楽しみください。
▷試合日程＝ 9月 2日㈪ 18時 15分から（オ
リックス・バファローズ戦）
、9月 3日㈫ 18時
15分 か ら（ 北 海 道 日 本 ハ ム フ ァ イ タ ー ズ
戦）、9月 4日㈬ 18時 15分から（北海道日本
ハムファイターズ戦）

日 8月 23日㈮ 16時～18時

の

こどもから大人まで楽しめる!

マカロンズのファ
ミ
リーコンサート

おなじみのポップスやクラシックの名曲を、
軽快なパーカッションと変幻自在のピアノのア
ンサンブルでお届けします。
日 9月 16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＝本間修治（ボンゴ・カホン・ドラム）、石
川容子（ピアノ）
、
藤沢祐里
（ゲストヴォーカル）
定 250人（先着順） ▷チケット代＝前売り：大
人 800円、高校生以下 300円、親子ペア 1,000
円、当日：大人 1,000円、高校生以下 500円、親子ペア 1,300円※未就
学児の膝上鑑賞は無料 申電話または直接窓口へ
問生涯学習センター
（流山エルズ）☎ 7150－ 7474

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。

