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美食と音楽のひとときを

流鉄BEER電車
ビ

ア

グルメとお酒、音楽が楽しめる
「流鉄BEER
電車」を今年も開催。今年は名店ごとにピン
チョス
（複数の食材を串に刺して食べる一口
軽食）
が用意されるほか、流鉄倉庫がBarに
大変身。市内で腕を振るうバーテンダーに
よるカクテルが味わえます。
一夜限りのひとときをぜひ、お楽しみくだ
さい。
問 流山本町・利根運河ツーリズム推進課
1014078
☎︎7168−1047

日時：9月7日㈯15時〜21時
（荒天中止）
場所：流鉄流山駅および周辺

絶品グルメが目白押し

全長約30メートルのジオラマ

流鉄の大型模型が走行

昭和の流山の街並みを再現したジオラマを背
景に、昔 の 流 鉄
車両の大型模型
が 走ります。 夜
には、
電車や駅舎
に優しい 明 かり
が灯ります。

流山市役所

とも

切り絵行灯と 同日
音楽の夕べ 開催

流
山
街
道

日 9月7日 ㈯17時15分 〜
19時 25分 所 浅 間 神 社
（流山1） 費無料 申不要

流山駅

フード
エリア

車両基地ライブ
今年は車両会場も

WC

流鉄
流山駅

ピンチョス

ピンチョスの盛り合わ
ブラッスリーしんかわ 金目鯛の炙りのせ弁当、オ
せ（常陸牛100％！ のミ
（フレンチ）
ムレツ
ニメンチカツほか）

大好評の車両基地ラ
イブ に 加え、車 両 内ス
テージでも演奏を行いま
す。世界的バンジョー奏
者・青木研さんをはじめ
11組のアーティストがイ
ベントを盛り上げます。

車両内
ステージ

フ ォ セ ッ ト

fossette
(焼き菓子屋)

倉庫
Bar

WC …トイレ

バスでもお越しになれます
流山おおたかの森駅西口3番乗り場から京成バス
（市役所方面行き
（
「流03」
「流12」
系統）
）
「流山駅」
下車徒歩 1分※ 16時以降は
「流山市役所」
下車徒歩約 3分

スイーツピンチョス＆
キッシュ、焼きソーセージ、
ビスケットピンチョス
ノンアルコールドリンク
（2種）のセット

106's Asian Noodle
(エスニック)

トムヤムフォー、牛肉フォー 106's生春巻き

流山ボンベイ
(カレー)

近江牛カレー

ビストロミナミンカゼ
(西洋料理)

かごや商店
（酒屋）

バンビーノ
(イタリアンバル)

ローストチキン、和牛すじ赤 プティシューのピンチ
ワイン煮
ョス

ビール、チューハイ
サルシッチャ
（腸詰め）

タンドリーチキンピン
チョス
−

ピクルスとカプレーゼ
の盛り合わせ

パルマ産生ハムと枝豆
トラットリア イル レガー Zopf×レガーロ限定ロース
トビーフバーガー、トリッパ のフリッタータ松戸Zopf
ロ(イタリアン)
特製バゲットと共に
（牛トマト煮）
ツ オ ッ プ

machimin(観光情報・ ビール風みりんゼリー、たこ
みりんピクルス
みりんスイーツ)
焼き
（みりんソース付き）
cafe&dining A-U-N
流山市観光協会

市議会が9月5日から開会

主なメニュー
あぶ

車両基地
ステージ

あ ん どん

流山・松戸の人気店がずらり! この日
のための特別メニューに加え、今年は各
店オリジナルピンチョスもあります。
さまざまな名店の味をぜひ、お楽しみ
ください。
店名

WC

浅間神社

 場周辺で交通規
会
制を行います。
▷規制時間＝13時〜23時

名店のオリジナルピンチョスが登場！

流山市役所

低温調理のローストビーフ
氷菓子

トマトと生ハムバゲッ
ト乗せ
和菓子のピンチョス

限定オリジナルみりんカクテルも
倉庫 Barでは、江
戸川台駅周辺に店
を構える2人のバー
テンダーが、それぞ
れオリジナルみりん
カクテルなどを振
る舞います。

令和元年市議会第 3回定例会が 9月 5日㈭ 10時から開会される予定です。 問 総務課☎ 7150－ 6067

第1544号 令和元年9月1日㈰

学童クラブ
第4グループ
学童クラブ
第5グループ

問

ID

4

－ －

令和2年
4月～
令和7年
3月末

教育総務課
☎7150ー
6103

－

－

▷募集要項＝9月2日 10時～10月1日 17
時に担当課ホームページからダウンロード
申 10月1日17時までに必要書類を担当課
へ
問企画政策課☎ 7150－6064

－

－

1019312

30

千葉県の宅地分譲申込受付中
千葉県は、南流山駅から約 1kmの木地区で宅地（保留地）を販売してい
ます。木地区は南流山駅から徒歩圏の新しい街です。
江戸川の水辺空間など、豊かな自然環境を活かし、生活利便施設の充実
はもちろん、子育て環境も充実した、安心で心地良い街で新たな生活をス
タートしてみませんか。
い

「千葉県・流山」なら、 都心通勤も便利でラクラク、
自然に囲まれ子どもたちも元気いっぱい！
至 つくば

至 南浦和

JR

理事務所、千葉県市街地整備課で配

布しているほか、千葉県ホームペー

ジからもダウンロードできます。

東京メトロ
千代田線

申し込み方法など詳細は、ホーム

ページをご覧になるかお問い合わせ

ください。

千葉県の宅地分譲のメリット

南流山

武蔵

25

大手町

9

24

東京

至 西船橋

北千住

20 秋葉原

4

流山
おおたかの森

ば ス
く
つ プレ
ス
ク
エ

千葉県流山区画整理事務所 保留地販売担当

☎ 7138－6360

野線

木地区

※数字は南流山駅からの
所要時間（分）
（乗り換え時
間含まず）

－ －

大畔地区の新設小･中学校の校名を募集

令和 3年度に新設する小学校と、令和 4年度に による意見は受け付けません。
問学校教育課☎ 7150－6104
新設する中学校の校名候補案を募集します。 両
FAX 7150－0809
校は大畔地区に建設する予定で、学童クラブや
gakkoukyouiku@city.nagareyama.
防災備蓄倉庫が併設されます。
全体のコンセプトは、
「高台の緑に溶け込む
1022338
chiba.jp
森の中の木の学び舎」で、新たなシンボルとなる
木質空間・木造校舎、フレキシブルに対応可能な
学び舎、地域コミュニティ形成の場を目指してい
新設小学校
ます。皆さんのご応募をお待ちしています。
▷募集期間＝9月9日～10月9日
対市内在住・在勤・在学の方、市内事業者
申 市役所 1階受付、市役所学校教育課、各出張
新設中学校
所、各公民館、おおたかの森センターで配布する
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、〠 270－0192流山市
役所学校教育課へ郵送またはファクス、メール、
配布先に設置された応募箱に投函※電話や口頭
や

新設小・中学校のイメージ

9月30日までに届け出を

遺児等手当を受給している方に、現況届の用紙を送付しています。届け出期間は9月30
日までです。期限内に届け出ないと手当が受けられないこともありますのでご注意ください。
【新規申請は随時受け付け】
遺児等手当は、父母のいずれか一方が亡くなられているなどにより、16歳未満（心身に
中度以上の障害のある方の場合は 20歳未満）の遺児などを監護または養育している方に、
児童福祉を目的に支給しています。ただし、所得による支給制限があります。申請方法な
ど詳細は、お問い合わせください。
1001243
問子ども家庭課☎ 7150－6082

老齢年金等受給者の方へ

扶養親族等申告書の提出をお忘れなく

老齢年金など（障害年金や遺族年金を除く）を受給されている方に、日本年金機構から
「扶養親族等申告書」
が順次送付されます。必要事項を明記の上、期日までに返送してくだ
さい。申告書を提出しないと、控除の申告がないものとして取り扱われ、令和 2年 2月以降
に受給する年金から控除される税金が高くなる場合があります。
申告書を紛失してしまった、記入方法が分からないなどの場合は、松戸年金事務所また
はねんきんダイヤルにお問い合わせください。
問松戸年金事務所☎ 047－345－5517／ねんきんダイヤル☎ 0570－05－1165

科学的アプローチによる健康づくりのための運動
（NPO法人NSCAジャパン主催）

問

とうかん

（平日9時〜17時） 木保留地

遺児等手当の現況届

FAX

令和3･4年度開校予定

つくばエクスプレス快速利用で「秋葉原」駅へ
最速20分の快適アクセス‼

分譲案内書は千葉県流山区画整

ID

ます。
クリーンセンター
☎ 7157 7411
7150 8070

文化会館
☎7158ー
3462

問

0 0
－ －

対

おおたかの森センター、
おおたかの森子ども
図書館

仲介手数料なし

0 0
－ －

4

FAX

seisou@city.nagareyama.
chiba.jp
1022468

おおたかの森小学校区
学童クラブ

FAX

【共通事項】
▽募集期間＝９月１日～
日
（必着）
市内在住・在勤・在学の方
▽素案の閲覧場所＝市ホー
ムページ、各担当課、市役所
情報公開コーナー、各出張
所、各公民館、おおたかの森
センター、各図書館、生涯学
習センター
（流山エルズ）
※②は市内各小・中学校、幼
児教育支援センター③は十
太夫福祉会館でもご覧にな
れます。
▽意見の提出方法＝所定の
様式（ 市ホームページから
ダウンロードも可）に意見、
住所、氏名、電話番号を明記
の上、各担当課
（①②③は〠
２７０ ０１９２流山市役
所④は〠２７０ ０１７４
流山市下花輪１９１クリ
ンセンタ ）
へ郵送、ファク
ス、
メールまたは持参

学童クラブ
第6グループ

建築条件なし

FAX

パブリックコメントを実施

学童クラブ
第3グループ

0

意見を募集します。
指導課
☎７１５
6105
0809
７１５

ID

学童クラブ
第2グループ

－

shidou@city.nagareyama.
chiba.jp
生涯学習課
☎７１５
6106
6521
７１５

学童クラブ
第1グループ

11

shougaigakushu@city.
nagareyama.chiba.jp
1022538
③新設中学校の基本設計
（案）
令和 年 月に大畔地区に
開校予定の新設中学校の基本
設計に係る意見を募集します。
学校施設課
☎ 7157 2755
7150 0809

社会福祉課
☎7150ー
6079

問

4

gakkoushisetsu@city.
nagareyama.chiba.jp
1022345
④流山市廃棄物の減量及び適
正処理等に関する条例の一部
を改正する条例
（案）
ごみ処理経費の上昇に伴い、
受益者負担の観点から直接搬
入されるごみ処理手数料を見
直す条例に係る意見を募集し

指定管理期間 問い合わせ先

2

市の政策にご意見を

応募は10月1日まで

施設名

問

FAX

0 0
－ －

別表の公共施設の管理運営を行う団体
などを募集します。 詳細は募集要項をご
覧ください。
思井福祉会館
（地域ふれあいセンター、
児童センター）

市の政策などに対して、市
民の皆さんの意見を反映させ
るため、次の つのパブリッ
クコメントを実施します。
なお、いただいたご意見に
対する市の考え方は、市ホー
ムページで公表します。個別
の回答はしませんのでご了承
ください。
パブリックコメント制度に
ついて…コミュニティ課
☎７１５
6076
①流山市総合計画基本構想・
基本計画
（素案）
市の最上位計画である総合
計画基本構想・基本計画
（令和
年度～ 年度）に係る意見
を募集します。
企画政策課
☎７１５
6064
0111
７１５

kikakukeiei@city.
nagareyama.chiba.jp
1022588
②流山市教育振興基本計画
（素案）
学校教育・生涯学習に関し、
本市が目指す方向性や施策な
どを規定する基本計画に係る

公共施設の
指定管理者を
募集

ID

2

家屋調査にご協力を

市職員が伺います

今年新築した家屋を中心に家屋調査を行います。この調査は、固定資産税の基礎
となる家屋（住宅や店舗・工場・物置・車庫など）の評価額を算定するため、家屋の構造
や各部分（基礎・柱・屋根・内外壁など）の使用材料や仕上げおよび設備などを市職員
（固定資産評価補助員）
が伺い調査するものです。
調査対象の家屋所有者には、事前に依頼文書を郵送しますので、ご協力をお願いし
ます。なお、家屋を取り壊した場合は、職員に告げるか、家屋滅失届を市役所資産税
課へ提出してください。
1000490
問資産税課☎ 7150－6074

女性の生き方相談のご利用を

一人で悩まず
相談ください

女性が抱えるさまざまな悩みを、経験豊富な女性相談員やカウンセラーが一緒に考
える
「女性の生き方相談」
を実施しています。
一人で悩まず、
まずはご相談ください。電話による相談も受け付けています。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。
▷開設日時＝相談：毎月第1･2金曜、
カウンセリング：毎月第4金曜いずれも10時～16時
（祝日を除く）
※1回 50分以内。カウンセリングは面談のみ 所市役所 費無料 申電
話※1歳 6カ月～就学前児の一時保育あり
（相談希望日の 2週間前までに要申し込み）
1003431
問企画政策課男女共同参画室☎ 7150－6091

日 9月5日㈭10時30分～11時30分 所 NSCAジャパンHuman Performance Center
（前平井）
1022452
定 40人
（先着順） 費 無料 持 筆記用具、
室内靴 申 電話 問 事務局☎ 7197− 2063

第1544号 令和元年9月1日㈰
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9月1日は防災の日 災害発生時の心得
転倒対策の一例

壁の強度
が足りな
い場合は
当て木を
付 け 、ネ
ジが抜け
ないよう
にする
地震では、家屋の倒壊だけでなく、家具の転倒
・落下による事故や逃げ遅れも増えて

備えていますか？ ご自宅の家具転倒・落下対策

～むやみに移動を開始せず、落ち着いた行動を～
大規模な災害が発生すると、公共交通機関が運行を停止し、自宅へ帰ることが困難
になることがあります。
災害発生時に多くの人が一斉に徒歩での帰宅を始めると、火災や沿道の建物から
の落下物などにより負傷する危険があるばかりでなく、災害時に優先されるべき救助・
救急活動の妨げとなります。むやみに移動せず、次の点に気を付けて適切に状況を判
断し、落ち着いて行動しましょう。
◦まずは自分の身の安全を確保する ◦職場や集客施設
などの安全な場所にとどまる ◦交通情報や被害情報など
を入手する ◦災害用伝言サービス(注 )で家族の安否や
自宅の無事を確かめる
注:災害用伝言ダイヤル
（171）
は、毎月1日・15日や防災週間
（8月30日～9月5日）
などに体験利用ができます。詳細は、
同ダイヤルのホームページをご覧ください。
徒歩帰宅に備える
◦携帯ラジオや地図を持ち歩く ◦職場などにスニーカー
や懐中電灯、手袋、飲料水などを用意する ◦家族などと災
害発生時の安否確認の方法や集合場所を話し合う ◦徒
歩やバスでの帰宅経路を確認する
徒歩で帰宅する方を支援
右の2つのステッカーのあるコンビニエンスストア、ファミ
リーレストラン、ガソリンスタンドなどでは、災害時に水道
水やトイレ、道路交通情報などを徒歩で帰宅する方に提供
していただけます。
問防災危機管理課☎ 7150－6312

壁に金具で直接
ネジ留めする

います。これらを防ぐためには、出口をふさぐような場所に家具を配置しないことや、
キャスターは
家具が転倒・落下しないよう器具などで固定しておくことが大切です。
一度に全ての
粘着マットを付けると 移 動し な い
上下に分かれて
ようにする
きは、上部にも器具を
対策をするのは大変ですので、できることから始めましょう。
いる家具は金具
付けるとより効果的

転倒対策の一例

壁に金具で直接
ネジ留めする

壁の強度
が足りな
い場合は
当て木を
付 け 、ネ
ジが抜け
ないよう
にする

千葉県を含む九都県市が協定
を締結

で連結する

ビン類は飛び出さないように
ストッパーを付ける
ガラス扉などには
飛散防止フィルムを貼る
突っ張り様 式の
器具は、天井の強
度を確認して使用
する。突っ張り棒
を使うときは、家
具の下部も固定す
るとより効果的

キャスターは
移 動し な い
上下に分かれて
ようにする
いる家具は金具
で連結する

粘着マットを付けると
きは、上部にも器具を
付けるとより効果的

扉は開かない
ように留め 具
を付ける

家具転倒防止板を
挟み込む

ビン類は飛び出さないように
ストッパーを付ける

自分でできない場合はご相談を
ガラス扉などには
飛散防止フィルムを貼る 工事金額を確認しましょう。
工事を依頼する場合は、必ず見積もりを取り、
突っ張り様 式の

◦流山市シルバー人材センター
◦流山建設業協同組合
器具は、天井の強
度を確認して使用
   ☎ 7155－3669
   ☎ 7158－5680
する。突っ張り棒
◦千葉土建一般労働組合柏流山支部
◦流山商工会議所（流山市耐震補強支援…
を使うときは、
家
具の下部も固定す
   センター）
☎ 7158－6111 るとより効果的   ☎ 7164－2093
問建築住宅課☎
7150－6088
扉は開かない

1001916
家具転倒防止板を
挟み込む

ように留め 具
を付ける

9月1日～10日は屋外広告物適正化旬間

9月10日は「下水道の日」

広告物の適正な設置にご協力を

下水道への早期接続と雨水の侵入防止にご協力を

9月1日～10日は屋外広告物適正化旬間です。まちの良好な景観の創出や、広告物の落下
･転倒などの危害防止のため、広告物の安全点検や見直しをお願いします。
市では、適正な広告物の設置を促進するための普及啓発や、違反広告物などへのパトロール
を期間中に実施します。また、来年度から屋内に表示する広告物に対し、条例に基づく規制が
始まりますので、窓面に出している広告物についてルールを守るよう配慮をお願いします。
広告物に関するルールなど詳細は、市ホームページをご覧になるか、市役所都市計画課にお
問い合わせください。
問都市計画課☎ 7150－6087

公共下水道が使用できる区域内にお住まいで、まだ接続工事がお済みでない方
は、清潔で快適な生活環境のため、早めの接続をお願いします。
また、市内の下水道は、汚水管と雨水管が別になっている「分流式」という方式
で、汚水と雨水を一緒に流すことができません。そのため、宅内の雨水が誤って汚
水管に流れると各家庭からの汚水が流れなくなったり、逆流してマンホールなどか
ら溢れてしまったりすることがあります。
宅内の雨水が汚水管に接続されていたり、汚水桝のふたに大きな穴が開いてい
たりする場合は、早急な改善が必要です。この機会に一度ご確認ください。
問下水道建設課☎ 7150－6097

1019408

消防団実戦消防操法大会を開催
日ごろの訓練成果を披露

消火活動におけるチームの連携や的確な動作、迅速さなど総合的な技術を競い合う消防団
実戦消防操法大会を開催します。 当日は、市内 22の全消防分団がポンプ車の部と小型ポン
プの部に分かれ、日ごろの訓練成果を披露します。
消防団員は市民の安心 ･安全のため、仕事をしなが
ら夜間や休日の訓練を重ねています。ぜひ、地元分団
の応援にお越しください。
日 9月29日㈰ 8時 30分から
所文化会館
費無料 申不要
問消防総務課☎ 7158－0299

9月中旬から

プレミアム付商品券の購入引換券を発送
消費税増税に伴う負担軽減のため、プレミアム付商品券を10月から販売します。9月中旬
から、対象の方に商品券購入のための引換券を、商品券取扱店一覧表と併せて順次発送しま
すのでご利用ください。
▷販売期間＝10月1日～令和 2年 1月31日
▷販売場所＝市内の各郵便局
（平日のみ）
▷利用期限＝令和 2年 3月31日まで
1021619
問商工振興課☎ 7150－6085

千葉県生涯大学校東葛飾学園
江戸川台校舎のオープンキャンパス

あふ

ます

市立小・中学校
知的特別支援学級の参観
お子さんの就学を希望する方へ

知的特別支援学級へお子さんの就学
を希望する保護者の方を対象に、参観
を行います。なお、見学をされる学校は
お住まいの地区の学区に限ります。
学校名

参観日

時間

申 実施日（別表参照）の 1週間前までに

市役所指導課へ電話
問指導課☎ 7150－6105
1021165

学校名

北部中学校

10月1日㈫ 9時45分～

西初石小学校

江戸川台小学校

10月3日㈭ 9時30分～

西深井小学校

おおたかの森小学校

9時35分～

おおたかの森中学校 10月4日㈮ 10時30分～
南部中学校

10時40分～

鰭ケ崎小学校

9時30分～

小山小学校

東小学校
新川小学校

参観日
10月24日㈭
10月25日㈮

時間

9時35分～
10時40分～
9時35分～
10時35分～

南流山小学校

10月28日㈪ 9時35分～

東深井中学校

10月29日㈫

長崎小学校

10月30日㈬

9時40分～

南流山中学校

10月8日㈫ 9時35分～

東部中学校

10月31日㈭ 10時35分～

西初石中学校

9時40分～

八木中学校

11月20日㈬ 10時30分～

流山北小学校

10時30分～

東深井小学校

11月22日㈮

八木北小学校

10月11日㈮ 9時30分～

八木南小学校

11月26日㈫

9時35分～

常盤松中学校

11月29日㈮ 13時20分～

向小金小学校
流山小学校

10月16日㈬

10時35分～

10時35分～ ※小学校45分、中学校50分

日 9月 9日㈪～13日㈮、11月 11日㈪～15日㈮いずれも 10時 30分から、13時 30分から 所 千葉県生涯大学校
東葛飾学園江戸川台校舎 対 原則 60歳以上の方 費 無料 申 電話 問 同学園江戸川台校舎☎ 7152－ 1181

第1544号 令和元年9月1日㈰

東深井・新川・西深井
小学校合同家庭教育
講座を開催
性教育は子どもの未来を
守るもの

性の問題は隠したり避けたりするものでは
ありません。 情報に流されやすい子どもを守
り、子どもと性のことを話せるようになりま
しょう。
日 10月8日㈫ 10時～12時
所北部公民館
講パンツの教室インストラクター･竹内巡さん
定 20人
（先着順）
費無料
申 文化会館に電話※ 1歳半～就学前児の一
時保育あり
（先着 10人、9月28日までに要申
し込み）
問文化会館☎ 7158－3462
めぐる

市内全域から入学希望者を募集

経済的に就学が困難な方へ

小規模特認校に2校を指定

学用品費や学校給食費などを援助

市教育委員会では、来年度から新川・西深井小学校を小規模特
認校とし、一定の条件のもと、通学区域外
（市内に限る）
の児童も
受け入れます。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。
※西初石・八木中学校の小規模特認校は廃止
◆新川小学校☎ 7152－3004
▷所在地＝中野久木 339
◆西深井小学校☎ 7154－8655
▷所在地＝西深井 67－1
※概要は各学校のホームページをご覧ください。
【共通事項】
▷募集期間＝9月1日～30日※平日のみ
申 市役所学校教育課および小規模特認校で配布の入学申請書
（転学の場合は在学小学校長の意見書を添付）を市役所学校教育
課へ提出。後日、保護者と児童は希望する小規模特認校で面接。
問学校教育課☎ 7150－6104

お子さんを小・中学校へ就学させるのに経済的理由でお
困りの方に対し、学用品費・学校給食費・修学旅行費などを
援助しています。詳細はお問い合わせください。
対①生活保護の停止または廃止を受けた方②市民税の非課
税または減免の扱いを受けた世帯の方③児童扶養手当を受
給されている方④その他同一生計の家族全員の所得が限
度額以内の方など
1001374
問学校教育課☎ 7150－6104

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
やママの体のケアなどを学びます。
日 10月7日㈪・21日㈪・31日㈭ 10時～11時 30分※ 31日は
12時まで 所南流山センター
講 助産師・米村洋子さん、小路和子さん、管理栄養士・井上智
美さん 対 0歳児とその母親
定 20組
（多数抽選） 費無料
申 電子申請またはハガキに氏名（ふりがな）
、赤ちゃんの名前
（ふりがな）
・月齢、住所、電話番号、日ごろ気になることを明記
の上、9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
1014850
FAX 7158－3442

日時※時間はいずれも
日時※時間はいずれも
内容
内容
10時30分〜11時30分
10時30分〜11時30分
ボディーシェイプメンテナンス
9月11日㈬
ウエストシェイプエクササイズ
11月15日㈮
12月5日㈭
脂肪燃焼プログラム
10月1日㈫
アクティブスリムアップ
11月7日㈭
脂肪燃焼プログラム

対子育て中のママ※お子さんと一緒の参加も可

定 50人
（先着順）

持タオル、飲み物、運動できる服装、運動靴、11月15日の

みヨガマットまたはバスタオル 申電話または直接窓口へ
問南流山センター☎ 7159－4511

1014406

長寿を祝う敬老会

親子ふれあい遊び
親子で体を動かし、ふれあい遊びなどを体験し
ます。
期日

時間

場所

9時15分～10時45分

江戸川台児童センター

11時～12時30分

駒木台児童館

14時～15時30分

赤城児童センター

9月18日㈬

講有限会社きのいい羊達・須田裕之さん

対市内在住で2歳以上
（赤城児童センターのみ 3歳

以上）
の親子
定各 30組
（先着順） 費無料
申各児童館・児童センターへ電話または直接窓口へ
問各児童館・児童センター
（下記
「9月の催し物」
参照）

乳幼児をもつ方の交流の場
（9月）
時間はいずれも10時〜11時30分

お子さんと一緒に参加できるエクササイズ講座です。体も心もほぐして、
リフレッシュしましょう。

小学生のための囲碁教室
初めての方から上級者まで、優しく丁寧に
指導します。大人の方も参加できます。
日 9月14日㈯ 13時～16時
所十太夫福祉会館 講日本棋院普及指導員･
茂木弘さん ほか 対 市内在住 ･在勤 ･在学
（先着順） 費無料 持飲み物…
の方 定 20人
申電話または直接窓口へ
問十太夫福祉会館☎ 7154－5254

子育て講演会

東京藝術大学大学院に在籍する向井ひなのさんを講師
に迎え、おおたかの森周辺の風景を撮影し、撮った写真で
かるたをつくりましょう。 制作したかるたでかるた大会を
行うほか、おおたかの森センターでの展示や、作品集など
の配布を予定しています。また、9月1日から向井さんの
作品展も開催します。
日 10月26日㈯※荒天時は 27日㈰いずれも10時〜15時
30分 所おおたかの森センター
対小学 3～6年生 定 16人
（先着順）
費 1,500円
持メモ帳、筆記用具、
はさみ、昼食、飲み物 申電話
問おおたかの森センター☎ 7159－7031

快適スッキリ子育てライフ

1016384

青少年が日ごろ、学校生活、友達関係や家族、社会に思う
ことなど幅広いテーマで抱負や意見などを発表します。
日 9月27日㈮ 13時 40分～16時 40分 所文化会館
定 400人
（先着順） 費無料 申不要
1001605
問生涯学習課☎ 7150－6106

おおたかの森の
かるたをつくろう

子育てママのリフレッシュサロン（全5回）

おもちゃ病院
おもちゃドクターが壊れたおもちゃを修理
します。 使わなくなったおもちゃのリサイク
ルも受け付けています。
日 9月8日㈰ 13時～15時 30分、
9月28日㈯
9時～11時 30分 所クリーンセンター
費無料
（材料代がかかる場合あり） 申不要
問クリーンセンター☎ 7157－7411

流山市青少年主張大会を開催

おおたかの森らしい風景を再発見

子育てママのセミナー

費各 500円※お子さんは各 100円

わたしたちの発表を聞いて!

1001417

赤ちゃんといっしょ（全3回）

所南流山センター

4

親子で一緒にリズム体操
日 9月20日㈮ 10時～11時
所南流山センター
講
（公社）
日本３B体操協会指導員 ･松本未央さ
ん
対 歩きはじめ～3歳のお子さんとその保護者
定 15組
（先着順）
費１組 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
こども理科実験室 ふりこのふしぎ
日 9月22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

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3日・10日・17日・24日の火曜 所文化会館
 幼児連れの親子が自由に交流。ミニイベントはリコーダー
●南流山ぽかぽかサロン 乳
コンサート。おもちゃ病院もあり
日19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18日㈬ 内リトミック、ママ同士の情報交換など
所北部公民館
（☎7153－0567）
日／内3日㈫／自由遊び。おもちゃ病院もあり

17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19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10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18日㈬ 内児童館のおもちゃで遊んだ後、親子ふれあい遊
（☎7159－7031）
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 9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
9日㈪
21日㈯
28日㈯
2日㈪
14日㈯
4日㈬
14日㈯
11日㈬
9日㈪～13日㈮
9日㈪
18日㈬
28日㈯
2日㈪
14日㈯
13日㈮
14日㈯
25日㈬

催し物
ママのリフレッシュ体操（乳幼児向け）
軽スポーツ大会
卓球教室
ドッジボール大会
ウノ大会
ドッジボール大会
卓球教室
リトミック(乳幼児向け）※要申し込み
敬老の日のプレゼント作り
おもちゃ病院
わらべうたとおはなし
（乳幼児向け）
ののチャンシップ
ダイビン大会
ピッグ10大会
おもちゃ病院
ウノ大会
応急手当講習会（乳幼児向け）※要申し込み

多年にわたる社会の発展への尽力に感謝と敬意を表し、ご長寿をお祝いする敬老会が各地区社会福祉協議会で開催されます。
1000928
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。 問 高齢者支援課☎ 7150－ 6080
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小学校入学前の健診を

大腸がん・子宮頸がん検診が始まります

10月28日から就学時健康診断を実施

子宮頸がんの集団検診は完全予約制に

すでに登録されている方には、8月下旬に受
診票を送付しました。市の検診を2年以上受
けていない方などで、受診を希望する方は、早
めにお申し込みください。なお、検診は「自覚
症状などのない健康な人」
が対象ですので、自
覚症状のある方は医療機関で診察を受けてく
ださい。また、9月は国が定める健康増進普
及月間です。この機会に健康について考え、
生活習慣を見直してみませんか。
大腸がん検診
大腸がんの検診は、便に混じった大腸から
の出血を調べる
「便潜血検査」
です。
日 9月1日㈰～11月30日㈯ 所契約医療機関
子宮頸がん
◆集団検診
検診日時や会場は受診票でご確認ください。
日 9月6日㈮～10月31日㈭の間で 12回
対令和 2年 4月1日時点で 20歳以上の女性
※今年度から子宮がん集団検診は完全予約
制になりました。受診票の指定日時で都合が

悪い方は、受診票に記載の専用ダイヤルで変
更手続きをしてください。
◆個別検診
年度内に集団検診か個別検診のいずれか
を受診できます。保健センターへの申し込み
は必要ありませんので、保健だよりまたは市
ホームページに掲載の契約医療機関へ直接
ご連絡ください。
その他の検診も受け付け中
乳がん検診や骨粗しょう症検診の登録も受
け付けています。令和2年 4月1日時点で40･…
45･50･55･60･65･70歳の女性が対象です。
【検診の申し込み】
電子申請または希望の検診名、住所、氏名
（フリガナ）
、生年月日、性別、電話番号を明記の
上、〠 270－0121流山市西初石 4－1433－1
保健センターに郵送または直接窓口へ※電話、
ファクスでの申し込みは不可
問保健センター☎ 7154－0331
1000668

東深井小学校
おおたかの森小学校 11月28日㈭
※時間はいずれも13時30分から
（13時から受け付け）

1001421

9月21日は世界アルツハイマーデー
認知症になっても安心して暮らせるまちを目指して

市では、世界アルツハイマーデーに合わせて9月を「認知症を知る月間」として
います。 認知症の正しい知識の普及啓発を目的にさまざまなイベントを予定して
いますので、ぜひお越しください。
イベント名

生活支援サービス従事者研修（全2回）

日時

9月14日㈯
認知症サポーター
14時～
養成講座
16時

高齢者のちょっとした支援にあなたの力を

高齢者の方の日常生活を支援するために
必要なことを学びます。研修終了後、市の指
定する訪問型サービスＡ
（注）の事業所で働く
ことができます。
注 :要支援や事業対象の高齢者宅を訪問し、
調理や掃除などの家事援助を行います。
日 10月21日 ㈪ 9時 30分 ～15時 50分、10
月23日㈬ 9時 30分～15時 所市役所

来年 4月に小学校へ入学する児童を対象に、就学時健康診断を小学校区単位
で行います。この健康診断は、児童の就学に当たり、健康状態について理解と関
心を深めていただくものです。
該当する方には、9月中旬以降に通知書（ハガキ）
を発送します。届かない場合
は、市役所学校教育課に
学校名
期日
学校名
期日
お問い合わせください。 江戸川台小学校 10月28日㈪ 八木北小学校 11月13日㈬
南流山小学校 10月29日㈫
流山小学校
11月18日㈪
内 内科・歯科検診と視力
八木南小学校
10月30日㈬
新川小学校
検査、簡単な発達検査な
11月19日㈫
向小金小学校
西初石小学校
ど
11月5日㈫
東小学校
長崎小学校
11月20日㈬
費無料 申不要
西深井小学校
11月6日㈬
鰭ケ崎小学校
問学校教育課
11月26日㈫
小山小学校
流山北小学校
11月11日㈪
☎ 7150－6104

対 2日間とも参加可能で、市内在住または市

内の訪問型サービスAの事業所で働く意思の
ある方 定 30人（先着順） 費 無料 持 筆記
用具、動きやすい服装と靴、飲み物、昼食
申 氏名 ･生年月日 ･電話番号を明記の上、市
役所高齢者支援課へファクスまたは電話
問高齢者支援課☎ 7150－6080
1000822
FAX 7159－5055

場所

その他※いずれも無料

対市内在住･在勤・在学の方

定30人
（先着順） 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
（☎7148－5665）またはファクス（ FAX 7141－2280）

講流山音楽療法
「元気にドレミ」 代表･武田シズ江さ
認知症啓発イベント 9月20日㈮
生涯学習
ん 対市内在住･在勤・在学の方
「オレンジミュージック 13時50分
センター
申市役所介護支援課に電話またはファクス
～16時
フェスティバル」
（流山エルズ）
講 千葉県若年性認知症支援コーディネーター･大沼
9月28日㈯
若年性認知症の
明美さん 対若年性認知症の方やその家族、若年性
13時～
つどい
認知症の方の支援に関心のある方など 定 30人（先
14時30分
着順） 申市役所介護支援課に電話またはファクス

認知症の方の思いを 10月8日㈫
南流山 対市内在住･在勤・在学の方 定30人（先着順）
感じてみよう
14時～
センター 申市役所介護支援課に電話またはファクス
～VR認知症体験会～ 15時30分

問介護支援課☎ 7150－6531 FAX 7159－5055

1019253

健康・福祉

（先着順）
※
程参加できる方 定 20人程度
障害者福祉センターのイベント
資格をお持ちの方、将来精神障害者の介
ながいき100歳体操に初めて参加する方
①中途失聴者・難聴者のための手話講習会
護に従事することを希望する方
定 20人
献血にご協力を!
（先着順） 費 3,000円
を優先 費無料 持タオル、飲み物、筆記
（全 12回）
日 10月2日 ～ 令 和 2年 1月29日 の 水 曜
持 筆記用具、昼食、室内靴 申 9月2日か
献血していただいた血液は大切に使わ
用具、運動しやすい服装 申 市役所高齢
者支援課に電話または氏名、住所、電話番
れています。貴い命を救うため、一人でも 10時 ～12時（10月9日・30日、11月13 ら電話、ファクスまたは直接窓口へ※窓口
日、12月11日、1月1日・8日を除く）
の場合は資格証明書の写しを持参
号、年齢を明記の上ファクス
多くの方のご協力をお願いします。
対 市内在住・在勤・在学の方 定 20人（多 【共通事項】
日 ① 9月16日㈷ ② 9月24日㈫ いず れも
問高齢者支援課☎ 7150－6080
FAX 7159－5055
所障害者福祉センター(東深井福祉会館内)
（テキスト代）
10時～11時 45分、13時～16時
数抽選） 費 1,200円
所 ①スターツおおたかの森ホール②市役
申 9月3日～22日に電話、ファクスまたは
問障害者福祉センター☎ 7155－3638
FAX 7153－3437
認知症とともに暮らすまちづくりの会
所
直接窓口へ
向小金クリニック院長・大津直之さんを中
▷献血できる方 =16～69歳の健康な方
②精神障害者ホームヘルパー養成研修
（全
筋力アップ教室
（全 6回）
心に、
気軽に意見交換を行う座談会です。
（ただし65歳以上の方は 60～64歳までに
3回）
日講義：10月30日㈬ 9時 30分〜17時、
日 10月20日㈰ 10時～12時
11
重りを使って重さを調節しながら行う運
献血経験のある方）※献血カードがある方
所東部公民館 対 市内在住・在勤の方
月13日㈬ 9時～15時、実習：10月31日㈭
動「ながいき100歳体操」で筋力アップを
はご持参を。200㎖献血は、予定数に達
費 無料 申 東部高齢者なんでも相談室
～11月12日㈫の平日のうち1日いずれも 目指します。
し次第終了
問千葉県赤十字血液センター
日 10月3日㈭･9日㈬･16日㈬･24日㈭･31 （地域包括支援センター）
に電話
9時 30分～16時 対 市内在住または市内
所
問
東部公民館
同相談室☎ 7148－5665
☎ 047－457－9927
の訪問介護事業所に勤務しているホーム 日㈭ 10時〜11時 30分
1000832
対 市内在住の 65歳以上の方で原則全日
保健センター☎ 7154－0331
ヘルパー研修 1～3級修了者、介護福祉士

9月

健康保健あんない

開催教室

日程

ハローベイビー

2日㈪

19日㈭
26日㈭

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00分〜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

27日㈮

東部公民館

20日㈮
28日㈯
育児相談
もぐもぐ教室
（予約制）
カムカムキッズ
（予約制）

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

13日㈮
18日㈬

24日㈫

むし歯予防教室 1回目2日㈪・2回目17
日㈫・3回目27日㈮
（予約制）
①3カ月児…個人通知
②1歳6カ月児…9日㈪
健康診査
・10日㈫・11日㈬
③3歳児…3日㈫・4日㈬
・5日㈭
食事相談
（予約制）
平日
成人健康相談
（予約制）

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

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。10
月分の予約も可
（10月1日㈫･18日㈮･25日㈮）
母子健康手帳を持参。今月の保健センターは１
歳未満の幼児対象
（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
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
エイズ
即日検査
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
（9月）

9日㈪
5日㈭･18日㈬
19日㈭

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

3日㈫･17日㈫

13時30分～14時

10日㈫

平日
原則金曜
月・火・木・金曜

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9月～10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6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2月生まれの幼児対象
平成28年5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

失語症者向けの意思疎通支援者養成研修（全9回） 失語症の方とのコミュニケーションに必要な会話術を身に付けます。日時など詳細はお問い合わせください。所 市川市
（（一社）千葉県言語聴覚士会主催）
急病診療･ふれあいセンター 定 20人
（先着順） 費 無料 申同会ホームページから 問 事務局☎080－7187－2524

第1544号 令和元年9月1日㈰
付けを行います。投票は市ホームページ
からもできます。
日 9月9日㈪～13日㈮8時30分～17時
15分 所 市役所
問 環境政策課☎7150－6083
1002593（緑のカーテン）
1002594（ゴーヤレシピ）

★市内小・中学校科学作品展
市内小・中学校の児童・生徒が夏休みに
取り組んだ科学論文・科学工夫作品の中
から選ばれた作品を展示します。特に優
れた作品は、千葉県児童生徒作品展に出
品します。
日 9月14日㈯･15日㈰9時～18時
所生涯学習センター
（流山エルズ）
費 無料
問 指導課☎7150－6105
と わ

蔵のカフェ＋ギャラリー灯環の
展示･イベント
①滝沢三奈子うつわ展
日 9月5日㈭～16日㈷10時30分～17時
（16日は16時30分まで）
※火･水曜休館
②糀カフェBar+ごごとわマルシェ
日 9月7日㈯16時～21時
③竹之内太郎・伊藤亜木 陶とガラス二人展
日 9月19日㈭～23日㈷10時30分～17
時
（23日は16時30分まで）
【共通事項】
所 蔵のカフェ＋ギャラリー灯環(流山1)
費 無料
問 流山本町･利根運河ツーリズム推進課
☎7168－1047
こうじ

資格･求人
防火管理甲種新規講習
（全2回）
日 10月29日㈫・30日㈬
所南流山センター

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 9月2日㈪10～16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 9月12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）

定 150人

財）日本防火・防災協会のホームページか
らダウンロードも可）に必要事項を明記の
上、9月11日・12日に（一社）千葉県消防設
備協会にファクスまたは持参
問
（一社）
千葉県消防設備協会☎043－306
－3871 FAX 043－223－6610
予防課☎7158－0270

排水設備工事責任技術者共通試験
日 令和2年1月11日㈯ 所 千葉市総合
保健医療センター 対 平成12年1月12
日以前に生まれた方で、修学歴や下水道

高齢者福祉センター森の倶楽部では、9
月10日㈫に設備点検・清掃を実施するた
め、終日入浴施設を休業します。なお、そ
の他の施設はご利用になれます。
問 森の倶楽部☎7152－2373
1004244

初石学習教室
（流山市シルバー
人材センター主催）
元教員の流山市シルバー人材センター
会員が、国語と算数を教えます。
所 流山市シルバー人材センター
（東初石
（先着順）
3） 定各学年10人
費月額4,000円
（月4回分）
申電話または直接窓口へ

★大人のためのおはなし会
秋をテーマに、大人に向けた絵本の読
み聞かせなどを行います。
日 10月8日㈫10時～11時30分
所東部公民館 対中学生以上
定 20人(先着順) 費無料
申 9月3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

対象
小学3･4年生

市民ギャラリー

今月の展示

9月2日㈪～6日㈮

9月2日㈪～30日㈪

四季の花々展

流山市展受賞作品展その1

「新涼」をテーマに展示します。
問 生涯学習課☎7150－6106

流山市展受賞作品を展示します
問 ㈱アーテック☎7154－1441

1001705

1001703

生涯学習センター
（流山エルズ）
の講座
講座名
椅子を使って筋貯金!
ころばん塾

期 日

時 間
10時50分～
11時50分

9月22日㈰･29日㈰
9月4日･11日、10月2日･9日、11月6日･
13日、12月4日･11日の水曜

楽しい韓国語入門

各10時30分～
12時

9月10日～12月17日の火曜

①基礎から最短コース:9月4日㈬〜6日㈮
（ワード）、9月9日㈪～11日㈬（エクセル）
各10時～12時
②実践力アップコース:9月19日㈭･20日㈮
（ワード）
、9月24日㈫･25日㈬（エクセル）

講音楽講師・比嘉りとさん

申 問 生涯学習センター
（流山エルズ）
☎ 7150－7474

申 電話または直接窓口へ

問 平和台福祉会館☎7158－4264

★麻ひもアート
麻ひもを巻きつけたアジアンテイストの
グラスにアーティフィシャルフラワーなど
をアレンジします。
日 10月4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、ピンセット、持ち帰り用の袋、グ

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）
6日・13日・27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

①6,000円（全6回）
②4,000円（全4回）

市民対象の公民館パソコン教室
（10月）

定 50人
（先着順） 費無料

市民相談室の相談

費 用
各500円
持室内靴
8,000円（全8回、
別途テキスト代）
持筆記用具

初級:9時15分～
1万4,000円（全14回
10時45分
・別途テキスト代）
中級:11時～12時
持筆記用具、辞書
30分

就職のための
パソコン講座

1002359

木曜17時～19時

問同センター☎7155－3669

日 9月13日㈮13時30分～15時

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。

土曜13時～15時

市役所１階市民ギャラリーで次の展示を行います。

発信力を磨く英会話

所平和台福祉会館

日時
土曜10時～12時

小学5･6年生

1022231

★歌のひろば＠平和台

相談あんない

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）
16日・23日を除く
❸税務相談
（予約制）
25日
（13時〜16時 30分）
❹登記相談
（予約制）
11日
（13時〜15時 40分）
❺交通事故相談
（予約制）
30日
（10時〜15時）
❻不動産相談
（予約制）
18日
（13時〜16時 30分）
❼暮らしの手続き相談
（予約制）
20日
（13時〜16時）

ルーガン(お持ちの方のみ)
申 9月2日9時から電話
問 向小金福祉会館☎7173－9320

★森の倶楽部の入浴施設を休業

対市内在住・在勤・在学の方

申消防本部予防課で配布の申込用紙
（
（一

9月

排水設備工事に関する職歴など一定の経
験年数を有する方 費 1万円
▷申込書の配布＝9月2日～10月4日の
平日に千葉市役所下水道経営課内で配布
※郵送希望の方は問い合わせを
▷受付期間＝10月10日まで
（消印有効）
問 千葉県下水道協会事務局
（千葉市役所
下水道経営課内）
☎043－245－6112

6

●文化会館のパソコン講座
講座名

期 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

①スマホ教室

10月10日㈭

②パワーポイント

10月22日㈷
9時～12時
23日㈬

基礎的なことからBGMの追加など

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 ①10人②12人
（いずれも先着順） 費 ①1,500円②2,500円

充電器②ノートパソコン

申 電話

●初石公民館のパソコン講座

持 ①スマートフォン、

問 初石公民館☎ 7154－9101

講座名
期 日
時 間
内 容
マンツーマン
10月4日㈮ 13時30分～ 入門、ワード、エクセル、写真、メールインターネット、
パソコン初心者教室
5日㈯ 16時30分
その他よろず受け付け

定 10人

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）
14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

☎ 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）
9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

日 10月6日㈰①相談：10時～16時※1人 30分程度②講座：❶10時～12時❷13時～14時 30分
全国一斉!
法務局休日相談所 のすすめ❷相続登記はお済みですか? 定 ②各 40人
（先着順） 費 無料 申 9月2日から電話

3日・27日
（18時30分〜20時30分）
江戸川台福祉会館
8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）
13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

所 千葉地方法務局
（千葉市） 内 ❶遺言
問 千葉地方法務局☎043－302－1311

第1544号 令和元年9月1日㈰

7

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

★普通救命講習会

講座
★東部公民館の講座･イベント
①お月見 十五夜飾り
日 9月2日㈪～13日㈮9時～21時
費 無料
②いきいきスクエアステップ
日 9月11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
③やさしいピンコロ健康法
日 9月16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本指ソックス
④子育てママのパン講座
レーズン、チョコチップ、チーズ入りのス
ティックパンを作ります。
日 9月18日㈬10時～13時 講ジャパン
ホームベーキング師範・高橋静子さん
対 子育て中のママ 定 10人
（先着順）※
未就学児の一時保育あり
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 9月25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
⑥名都借・前ケ崎の石神仏をたずねて
広寿寺などを巡り、江戸時代の石神仏
を訪ね歩きます。
日 10月5日㈯9時～12時
（小雨決行）
定 40人
（先着順） 費 200円
持 タオル、
飲み物、動きやすい服装
【共通事項】
所 東部公民館 申 ①②⑤不要③④⑥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
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 ①9月13日㈮②24日㈫いずれも13
時30分～16時 所 思井福祉会館
対市内在住・在勤・在学の方
定各10人
（先着順）
費 無料 持②のみスマートフォン
申 9月2日9時から電話
問 思井福祉会館☎7159－5666

AEDを使った応急手当てを学びます。
所 東消防署
対市内在住・在勤で中学生以上の方
定 15人
（先着順） 費無料
申 9月1日10時から電話
問 東消防署☎7146－0119
日 9月15日㈰9時～12時

こけだま

★癒やしの苔玉と草花盆栽
日 9月17日㈫10時～12時

所 コミュニ

ティプラザ 講なづかりオーガニックファー
ム主宰･笠原悦子さん 定 10人
（先着順）
…
費 3,500円程度
（材料･鉢代含む） 申 電話
問コミュニティプラザ☎7155－5701

★北部公民館の講座･イベント
①歌のひろば
日 9月18日㈬13時～14時30分
定 180人
（先着順）
②映画のひろば
今回は、アフリカから持ち込まれたウイ
ルスに立ち向かう人々を描いた「アウトブ
レイク」
を上映します。
日 9月18日㈬15時～17時10分
③やさしいヨガ
日❶9月24日❷10月1日❸15日の火曜
10時～11時30分 講ヨガインストラク
（先着順）
ター・林めぐみさん 定 30人
持タオル、
飲み物、動きやすい服装
④みんなでリフレッシュ
音楽に合わせて歌と軽い体操でリフレッ
シュします。
日 9月25日㈬13時～14時30分 講 流
山音楽療法
「元気にドレミ」
・小金丸尚子さん
⑤スクエアステップ体験会
ゲーム感覚で楽しめるスクエアステップ
で転倒予防をしましょう。
日 ❶9月26日❷10月10日❸24日の木
曜10時～11時30分 講 NPO法人スク
エアステップ協会資格認定指導員・秋元…
菊江さん 定 40人
（先着順）
持室内靴、
タオル、飲み物
【共通事項】
所 北部公民館 費 ①②④無料③⑤❶無料
❷❸で1,000円 申 ①②④不要③⑤電話
問 北部公民館☎7153－0567

★野々下福祉会館の講座･イベント
①和洋の布で小物作り

フェルトでユリの花を作ります

日 9月20日㈮9時30分～11時30分
つばき

講 椿 の会代表･川口洋世さん

費 1,500

円 持 洋裁道具一式、木工用接着剤
②個人指導によるパソコン教室
（全2回）
日 9月25日㈬･26日㈭13時30分～16
（Ｎ
時30分 講 流山パソコンボランティア
費
2,500円
ＰＶ）
の皆さん
【共通事項】
所 野々下福祉会館
対 市内在住･在勤･在学の方
定 10人
（先着順） 申 9月2日から電話
問 野々下福祉会館☎7145－9500

★スマホ・パソコン無料相談会
日 9月20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

★巡りヨガ講座
日 9月21日㈯10時～11時30分 所 東
深井福祉会館 講 rapolm yogaインス
トラクター･nanaさん
対市内在住・在勤・在学の方
定 20人
（先着順） 費無料
持 動きやすい服装、ヨガマット、飲み物、タ
オル 申 9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
ラ

ポ

ル

ム

★災害ボランティア入門講座
日 9月28日㈯13時30分～16時30分
所 ケアセンター
費 無料

定 40人
（先着順）

申 市ボランティアセンターに電

話または氏名、住所、電話番号を明記の上
ファクス、
メール
問 市ボランティアセンター☎7159－
volcen@
4939 FAX 7159－4736
nagareyamashakyo.com

★ジョブサポート流山の講座
①就職個別相談セミナー 分かりやすい
職務経歴書の書き方
日 10月2日㈬13時～15時30分
対主に若年未就労者の方で働く意欲のあ
る方とその家族 定 20人(先着順)
持筆記用具 申 電話または直接窓口へ
②中高年の再就職支援セミナー
野田市と共催で、千葉県のジョブサポー

7日㈯ ～16日㈷ 9時 ～21時 (7日は 13時
な音楽会主催)=9月16日㈷12時～17時、
から、16日は 12時まで。9日は休館 )、森
スターツおおたかの森ホール。 無料 問 荒
木☎ 080－5420－2874
の図書館。無料 問 江原☎ 7170－1838
1007526
問 秘書広報課☎7150−6063
■水彩画作品展 (水彩画サークル
「彩の会」 ■盆栽技術講習会(流山市文化協会盆栽部
主 催 )=9月10日 ㈫ ～16日 ㈷ 10時 ～16
主催)=9月16日㈷12時30分～14時30分、
イベント
時、杜のアトリエ黎明。無料 問 和泉☎ 090
初石公民館。無料 問 佐久間☎7158－1073
■水彩スケッチ作品展示 (流山スケッチの －8019－0714
■手びねり会第 21回陶芸作品展 =9月18
会主催 )=9月1日㈰～15日㈰ 8時 30分～ ■ギター弦の会チャリティーコンサート=9
日㈬～23日㈷ 9時～21時 (18日は13時か
21時 (1日は 9時 30分から、15日は 15時 月10日㈫ 14時 30分～16時 30分、アミュ ら、
23日は16時まで)、
さわやかちば県民プ
まで )、南流山センター。 無料 問 吉井☎ ゼ柏。無料 問 高橋☎ 7146－2123
ラザ
（柏市）
。無料 問 吉岡☎ 7154－3012
7159－5898
■プールでカヌー無料体験会 (流山市カ
■西彩会絵画作品展 =9月18日㈬～23日
■グラウンド・ゴルフを始めてみませんか ?
ヌー 協 会 主 催 )=9月7日 ㈯・8日 ㈰ 11時
㈷ 9時～21時 (18日は 13時から、23日は
老人力アップと健康増進に…(流山市グラウ 30分～13時、北部市民プール。無料※要
16時まで )、さわやかちば県民プラザ（柏
ンド
・ゴルフ協会南部支部主催 )=9月3日～ 申し込み。 小学 3年生～中学生対象 問 青
市）
。無料 問 渡辺☎ 7154－4491
■六水会水墨画展 =9月18日㈬～23日㈷
24日の火曜 9時～11時、新東谷防災広場。 木☎ 090－9954－4071
■詩吟を始めてみませんか、心と健康のた
9時～21時 (18日は13時から、23日は16
無料※要申し込み 問 梅川☎ 7158－5958
■第 6回流山水彩展(市教委後援 )=9月4 めに(流山吟詠会主催 )=9月9日㈪・16日
時まで )、さわやかちば県民プラザ
（柏市）
。
日㈬～10日㈫10時～18時(4日は13時から、 ㈷ 13時 30分～16時、十太夫福祉会館。 無料 問 熊谷☎ 7154－1778
■第 28回流山名陶会作品展 (市教委後
10日は16時30分まで)、生涯学習センター 無料※要申し込み 問 吉田☎ 080－4506
援)=9月21日㈯・22日㈰10時～17時(22
(流山エルズ )。無料 問 小林☎7158－9531 －5449
■北彩スケッチクラブ第 2回展覧会 =9月 ■秋のオカリナフェスティバル (小さな小さ
日は 15時まで )、生涯学習センター(流山

しみんの 伝言板

無料税務相談

トセンター相談員から再就職の進め方を
学ぶほか、個別の就労相談もあります。
日 10月3日㈭10時～12時
対 40～65歳で求職中の方
定 30人
（先着順） 申 9月2日から電話
【共通事項】
所ジョブサポート流山
（江戸川台駅前庁舎
費
3階） 無料
問ジョブサポート流山☎7156－7888
商工振興課☎7150－6085

★市民公開講座「人生会議を始めてみよう
アドバンス・ケア・プランニングのすすめ」
自分や家族が自ら意思決定することが
困難になった時、本人が希望する医療やケ
アを受けるために今できることは何か考え
ましょう。手話通訳・要約筆記もあります。
日 10月6日㈰14時～16時
所生涯学習センター
（流山エルズ）
講東京慈恵会医科大学附属柏病院総合診
療部長・三浦靖彦さん ほか
対市内在住・在勤・在学の方、市内の医療・
介護従事者
定 100人
（先着順） 費 無料
申 市役所介護支援課へ電話または氏名、
連絡先を明記の上、
ファクス
問介護支援課☎7150－6531
1019466
FAX 7159－5055

★古典文学講座
（全3回）
「万葉集」
を読み解く
日 10月12日・19日・26日 の 土 曜10時
30分～12時 所 中央図書館
講 江戸川大学特任教授・佐藤毅さん
対市内在住で3回とも受講できる方
定 40人
（先着順） 費無料
申 9月3日9時から電話
問中央図書館☎7159－4646
1022225

展示
★ギャラリーガラスケース展示
令和元年を書で祝う
ながれやま桃花会会員による書画を展
示します。
日 9月8日㈰～29日㈰9時30分～17時
（月曜休館、祝日の場合は翌日。29日は
15時まで） 所 森の図書館 費無料
問 森の図書館☎7152－3200

★緑のカーテン写真コンテスト・
ゴーヤレシピコンテスト
両コンテストの作品展示と投票の受け
エルズ )。無料 問 林☎ 7159－5158
■クラシックギターの楽しみ (古希のつぶ
やきコンサート)(楽々クラブ主催)=9月21
日㈯ 11時～12時 10分、14時～15時 10
分、ギャラリー平左衛門（東深井）
。1,000
円※要申し込み 問 砂川☎ 7154－7035
■混声合唱団フレンドリーシンガーズ第 6
回演奏会 (生涯現役ときわ会主催、市教委
後援 )=9月28日㈯ 13時 30分～16時、ス
ターツおおたかの森ホール。1,000円※要申
し込み 問 森☎ 090－4968－4740
■ガールスカウトカフェ2019 ガールスカウ
トと楽しく学ぶ防災 (ガールスカウト千葉県
連盟第 31団主催 )=9月29日㈰10時～13
時、江戸川台東自治会館前広場。無料※
小雨決行 問 西野☎ 090－6103－5584
■自然豊かな理窓公園で「みつけよう! わ
たしの秋の七草」(東葛しぜん観察会主
催 )=9月29日㈰ 10時～14時、運河駅改
札集合。200円※要申し込み。 雨天中止
問 鈴木☎ 080－1169－1365
り そう

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 9月 12日㈭ ･26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.1544

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/

市の鳥オオタカパネル展

●発行／流 山 市
●編集／秘書広報課

●国民健康保険料
（第4期） ●介護保険料
（第4期）
●後期高齢者医療保険料
（第3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

女性向け創業スクール応用編（全7回）
123456789

希少な鳥の生態を知ろう

市の自然環境の象徴的な存在であり、市の
鳥に制定されているオオタカの生態などを展
示します。
日 9月 9日㈪～13日㈮ 8時 30分～17時
所市役所
問環境政策課☎ 7150－ 6083

受講生を募集

問商工振興課☎ 7150－ 6085

1017437

女性のための課題解決セミナー
（全6回）
女性リーダーから学ぶ成功メソッド
〜私も地域も幸せにする〜

女性が持っている能力を存分に発揮することで、地域や職場に大きな力
をもたらします。女性の置かれている社会状況を知り、会議術やリーダー
シップの取り方を学ぶことで自分の持っている力を底上げし、今後の活動
に活かす講座です。
日 10月 2日㈬ ･10日～11月 7日の木曜いずれも 10時～12時
所 生涯学習センター（流山エルズ） 講 NPO法人全国女性会館協議会顧問 ･
桜井陽子さん ほか 対地域・団体活動などに興味がある女性
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 10人、9月 20日までに要申し込み（保育
カード送付のため PC用メールアドレスまたは住所が必要）
1003422
問企画政策課☎ 7150－ 6064
い

まちのパワースポットを発見!

流山こども神社の開運巡り
あんどん

10月 26日㈯に開催される「白みりんと切り絵行灯の夕
べ」で配布するおみくじを制作する全 2回のワークショッ
プを開催します。
たち

①写真を撮ろう！私達が見つけたパワースポット
日 9月 21日㈯ 14時～17時

所 流山おおたかの森駅西口に 13時 15分または流鉄流山
線流山駅前に 13時 30分集合

②おみくじでみんなに広めよう！流山本町パワースポット
日 10月 6日 ㈰ 15時 ～16
時 30分 所 スターツおお
たかの森ホール
【共通事項】
対小学生
定 16人
（先着順）
制作するおみくじ袋
※ 1日だけの参加も可
費 500円（2回分。①でおおたかの森駅集合の方のみ、別
途流山本町までのバス代） 申 9月 2日から市役所流山本
町 ･利根運河ツーリズム推進課に電話
問 流山本町 ･利根運河ツーリズム推進課
☎ 7168－ 1047

日、
令和 2年 1月8日・22日の水曜 10時～12時
自分の考えている事業で創業する実践的な
方法を学ぶ「女性向け創業スクール（応用編）
」 費 1万 2000円
申 10月3日から市ホームページで※事業シー
を開催します。今回は、行動力と交渉力を身
トの提出が必要
に付け、ビジネスに慣れていくことを目指し
ます。実際の企業に対し、自分の事業を提案 【共通事項】
講 ㈱新閃 力 代表取締役・尾崎えり子さん ほ
してみましょう。
か
なお、受講には、事前説明会への参加が必要
所上下水道局
です。創業への一歩を踏み出したい方はぜ
定① 20人② 15人
（いずれも先着順）
※1歳 6カ
ひ、事前説明会にお越しください。
月～就学前児の一時保育あり
（先着各 5人。開
①事前説明会
日 10月 2日㈬ 10時 30分～11時
催 日 の 1週
30分
間前までに
費無料
市役所商工
申 二次元コードを読み取り申し
振興課へ要
込み専用ページから
申し込み）
②創業スクール
日 10月 23日、11月 6日・20日、12月 4日・18
し ん せ ん りょく

受講生からのアイデアを希望する企業を募集
自社の課題などにアイデアを提案してほしい企業を募集しています。 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。
申㈱新閃力にメール
（ info@shinsenryoku.com）

利根運河
シアターナイト2019
9月4日から
作品展示などを開催

ワークショップ
「a piece of space」
今年は光る箱を集めて、利根運河に光のト
ンネルを作ります。
日 9月 22日㈰ 13時～17時
費 100円
【共通事項】
所運河駅ギャラリー(運河駅自由通路 )
申不要
問利根運河交流館☎ 7153－ 8555（月・火曜
休館）

平和大使が広島で体験学習
8月5日 ･6日、公募で選ばれた市内小学 5･6
年生の平和大使 30人が広島を訪れ、平和記念
資料館や原爆ドームの見学、被爆体験伝承者の
講話の聴講、平和記念式典への参列などを体験
し、平和への思いが込められた千羽鶴を献納しま
した。
8月20日には市役所で報告会を行い、広島で
学んだことや感じたことなどをまとめた作文集
を、井崎市長と後田教育長に手渡しました。 平
和大使代表の田内あかねさん
（向小金小6年）
は、
「現実にあったとは思えないほど衝撃的な写真や
被爆体験の話を聞き、とても怖くなりました。 原

一部は、ビオラで聴きたいクラシックの名曲、二部は心に染
みる美しい音楽をテーマにお届けします。
日 9月 30日㈪ 13時 30分～15時
（13時開場）
所東深井福祉会館
▷出演＝岡部佳純（ビオラ）、千葉アリス
（ピアニスト）
、
酒本春恵
（声楽家）
対市内在住・在勤・在学の方
定 100人
（先着順） 費無料
申 9月 3日 8時 45分から整理券を配布
問東深井福祉会館☎ 7155－ 3638
1014122
酒本春恵

岡部佳純

千葉アリス

親子で消防士になってみよう

東消防署の親子消防体験

爆が落とされる
ような 悲 惨 な
戦 争 が 二 度と
起こらないよう
に、広島で経験
したことを友達
や家族に広めていきます」
と話しました。
平和大使の作文集は、市内全公立小 ･中学校
に配布するほか、市ホームページや各公民館、各
図書館、市役所情報公開コーナーなどでご覧に
なれます。
1022535
問企画政策課☎ 7150－6064

古紙100％再生紙、植物油インキ使用

秋のコンサート
秋に届けるメロディ

9月 29日㈰に運河水辺公園で開催する利
根運河シアターナイトに先立ち、利根運河の
模型や今までのシアターナイトを振り返る
パネルなどを展示し、ワークショップを行い
ます。
日 9月 4日㈬～10月 6日㈰
費無料

それぞれが感じた思いを作文に

1017884

災害へ関心を持ち、防災知識を身に付けるための体験です。消防車両
や救助隊員との記念撮影、流山消防応援ソングを歌う
「ソノライフ」
によ
るライブもあります。
日 9月 23日㈷ 9時～12時
所東消防署
対 市内在住で小学生までのお子さんと
その保護者
定 30組程度
（先着順）
費無料
持着替え、
タオル、飲み物、カメラ
申電話
問東消防署☎ 7146－ 0119

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。

