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がきっとある！
流山市民活動推進センターとは

にご相談
を

市民活動推進センターに登録している団体が会議な
どを行うほか、
活動団体を紹介し、
参加してみたいと思
う団体を一緒に探す施設です。
市民活動への主なサポート

つく

流山市民活動推進センターは、より快適で楽しい流山を創りたいと活動する市
民活動団体をサポート。現在、福祉・子育て・環境・防災などさまざまなジャンル
で活躍する190団体が登録しています。今号では、自分たちも楽しみながら、笑
顔あふれる取り組みを行う団体にお話を伺いました。
自分たちらしく楽しく活動する団体の取り組みに興味のある方はぜひ、市民活
動推進センターをご利用ください。
問 コミュニティ課☎7150−6076／市民活動推進センター☎︎7150−4355

◦興味・関心のあるジャンルから登録団体を紹介
◦市民活動団体の立ち上げに向けた相談
◦団体に対し、
会議室を無料で貸し出し
◦団体が実施する講座・イベント情報をホームページ
などで PR
◦活動促進のためのスキルアップ講座の開催
◦個人と団体との交流や団体同士のコラボ企画の支援
※団体登録には、
公益性を有するなど条件があります。
詳細はお問い合わせください。
▷利用時間＝ 9時～17時※毎月第 3水曜 ･年末年始を
除く
問市民活動推進センター☎︎ 7150− 4355
info@na-shimin.org

1003602

笑いヨガで元気と幸せを

笑いヨガ de PPK in 流山

ろごす腹話術

平 成 20年 に 登 録 さ れ た 同 団 体
は、腹話術を広めることを目的に活
動。幼稚園や老人ホームなどで笑
顔あふれる腹話術を披露していま
す。
45年以上も腹話術に携わる方が
多く、国内だけでなく海外でも活躍
している方も在籍する団体です。

登録して 5年目を迎える同団体
では、笑いの健康体操「笑いヨガ」
をきっかけに、ひきこもりのほか、
介護や認知症などの予防に取り組
んでいます。子育て中のママさん
やご高齢の方など幅広い年齢層を
対象に、笑いながら楽しく活動す
る場をお届けしています。

活動に参加することで新たな発見も

代表

出口真由子さん

楽しく健康的にヨガを行うだけでな
く、時には悩みを打ち明けるなど心の
健康をケアすることも大事にしていま
す。育児の不安を打ち明けてくれたマ
マさんが参加者の方々に支えられ、今
度は同じ悩みを抱えるママさんを支え
る活動を始めたいと話してくれたこと
がありました。活動に参加することや始めることに消極的にならず、まず
は市民活動推進センターで、
活動を始めるきっかけを探してみてください。

自分らしさを発揮するきっかけを
流山市民活動推進センター センター長 ･松本巧史さん
市民活動推進センターでは、登録団体や新しく団体を立ち上げたいという
方を支援するだけでなく、活動に参加してみたいという方も積極的にサポート
しています。
現在登録している団体の中から参加してみたいと思う団体を探すだけでな
く、お試しで活動に参加してみたり、団体が企画するイベントにスタッフとして
参加したりできる
「地域活動サポータークラブ」
もご案内しています。
また、活動を始めるきっかけとして、地域デビュー講座なども開催していま
すので、自分らしく楽しめる新しい場を、ぜひ一緒に探してみませんか。

令和元年台風第15号の被災者に
市営住宅を無償提供

腹話術で笑顔を届ける

会場 ･設備などのサポートが魅力

代表

柏倉万里子さん

月 1回 2時間程度の勉強会を行うた
め、無料の会議室を利用しています。
3カ月先まで会議室の予約ができるほ
か、印刷機も 1枚 1円で利用できるな
ど、活動に必要なものを支援していた
だきとても助かっています。
また、団体情報などをホームページ
で紹介してもらえるので、団体の宣伝に協力していただけることも、市民活
動推進センターを利用する魅力のひとつです。

新しい環境で新しい仲間を !

地域デビュー講座を開催
家庭や仕事場だけでなく、今までの経験やあな
たらしさを新たな環境で発揮するための講座で
す。
日 10月25日㈮ 13時 30分～15時 30分
所市民活動推進センター
講千葉県生涯大学校講師・高野山武さん
定 25人
（先着順） 費無料
申電話または直接窓口へ
問市民活動推進センター☎ 7150－4355

令和元年台風第 15号により県内で被災された方に、市営住宅を無償で提供し、被災者の受け入れを行っています。
1022930
詳細は市ホームページをご確認ください。 問 建築住宅課☎ 7168－ 1101

第1547号 令和元年10月1日㈫
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10月25日まで受け付け

ID

･

まで
▽意見の提出方法＝自由様式
に意見、住所、氏名、電話番号
を 明 記 の 上、〠 ２ ７ ０
０１９２流山市役所学校施設
課に郵送、
ファクス、
メールま
たは持参
学校施設課
☎ 7157 2755
7150 0809

1020549

独居または高齢者のみで生活する方のうち、
食事の調達が困難な方に対して、流山市高齢者
給食サービスを実施する事業者を募集していま
す。詳細は募集要項をご覧ください。
▷業務委託期間＝令和 2年 4月1日～令和 4年
3月31日
▷募集期間＝10月25日
（必着）
まで
▷申請書の提出＝〠 270－0192流山市役所高
齢者支援課へ郵送または持参
▷選考方法＝書類審査の上、プレゼンテーション
問高齢者支援課☎ 7150－6080

gakkoushisetsu@city.
nagareyama.chiba.jp
1001439

広報ながれやま令和元年 9月２1日号 8面に
掲載した、令和 2年 1月25日㈯「佐藤しのぶソ
プラノリサイタル」は、佐藤しのぶさんの体調不
良により中止となりました。
コンサート中止に伴い、10月2日から予定し
ていたチケット販売も中止となりますのでご了
承ください。
問生涯学習課☎ 7150－6106
スターツおおたかの森ホール☎ 7186－7638

29

31

FAX

問

－ －

－

市立幼稚園および小･中学校の整備に向け

佐藤しのぶ
ソプラノリサイタル
を中止

27

施設整備計 画 に 関 す る
意見を募集

市では、施設整備計画を定
めることにより、文部科学省
から補助を受けながら市立の
幼稚園および小 中学校の施
設改修を実施しています。
平成 年度～ 年度におけ
る施設整備計画の終了に伴い、
計画の事後評価を行うため、
実施状況に関するご意見を募
集します。なお、施設整備計
画の内容など詳細は、市ホー
ムページまたは市役所学校施
設課でご覧になれます。
▽募集期間＝ 月 日
（必着）

高齢者給食
サービス事業の
業務委託事業者
を募集

スターツおおたかの森ホール
オープニングコンサート

2

第18回議会報告会を開催

市総合運動公園
テニスコートの整備

市民の皆さんとの意見交換も

増面に向け寄附を受け付け

流山市議会では、別表のとおり第 18回議会報告会を開
催します。班ごとに設定したテーマの報告と、参加者の皆
さんとの意見交換を行います。
全ての会場で一時保育、手話通訳、要約筆記、磁気ループ
（聴覚障害者向け音声増幅器）を設置します（いずれも要申

市総合運動公
園の再整備に合
わ せ、公 園 内 の
テニスコートを増
面する予定です。
増面に向けた財
源 確 保 の た め、
寄附（ふるさと納
税）
を受け付けています。
より多くの方々がテニスを楽しめるよう、寄附のご協
力をお願いします。 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。
1022150
問スポーツ振興課☎ 7157－2225

■ 11月9日㈯
班

東部地区
南部地区

時間
9時30分～
11時30分

会場

参加議員
大野富生、
岡明彦、
高橋光、
笠原久恵、
加藤啓子、
楠山栄子、
青野直

東部公民館

14時～16時

し込み。希望する方は、一時保育は 10月31日まで、その
他は 10月23日までに議会事務局へ電話、ファクスまたは
メール）
。皆さんのご参加をお待ちしています。
問議会事務局☎ 7150－6099 FAX 7150－2863
gikai@city.nagareyama.chiba.jp

南流山センター

テーマ
東部地域の諸課題・次期総合計画について

渡辺仁二、
大塚洋一、
野村誠、
菅野浩考、
南部地域の諸課題について
森田洋一、
中村彰男、
乾紳一郎

■ 11月10日㈰
班

中部地区
北部地区

時間
会場
参加議員
テーマ
9時30分～
野田宏規、
近藤美保、
石原修治、
斉藤真理、どうなる? どうしたい? これからの流山
（今後の
おおたかの森センター
11時30分
藤井俊行、
中川弘、
小田桐仙
まちづくりの方針について）

14時～16時

北部公民館

駅前放置自転車
クリーンキャンペーン
放置ゼロ キレイな街で

戸辺滋、
西尾段、
坂巻儀一、
植田和子、
阿部治正、
森亮二、
海老原功一

総合計画って何?
（次期総合計画と北部地域の
まちづくり）

10月15日～21日は
違反建築防止週間

おもてなし

完了検査を受けていますか

10月1日～11月30日に駅前放置自転車クリーンキャンペーンを実施します。また、10月22日
～31日は強化期間として、市内の各駅前などでチラシ配りなどの啓発活動を行います。
放置自転車は、歩行者の通行を妨げるだけでなく、地震などの災害が発生した場合、緊急車両
の通行の妨げにもなります。自転車を放置せず、市内自転車駐車場をご利用ください。
1016450
問道路管理課☎ 7150－6093

10月15日～21日は、違反建築防止週間です。この期間に全国一斉公開建
築パトロールが実施されます。 安心して暮らすためには、建築物が安全である
ことがとても大切です。 建築基準法は、生命や財産などを守るために基準を定
めています。建築物の工事完了後は必ず完了検査を受けましょう。
問建築住宅課☎ 7150－6088

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‼

公共下水道
供用開始区域の縦覧

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

武蔵

分譲案内書は千葉県流山区画整理事務所、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。

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。

25

千葉県の宅地分譲のメリット
建築条件なし

東京メトロ
千代田線

大手町

仲介手数料なし

千葉県流山区画整理事務所 保留地販売担当

☎ 7138－6360

（平日9時〜17時） 木保留地

赤い羽根共同募金にご協力を

野線

ば ス
く
つ プレ
ス
ク
エ

9

北千住

20 秋葉原
24

南流山

東京

4

流山
おおたかの森

至 西船橋
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）

公共下水道の利用できる区域が広がります
美原 3・4丁目、おおたかの森南一丁目、向小金 2・3丁目および区画整理区域
内の各一部で公共下水道が使用できる区域が広がります。お住まいの区域が
該当するかご確認ください。
に公共下水道
供用開始区域になると、1年以内
（汲み取り式トイレは 3年以内）
への接続が義務付けられます。 公共下水道への接続工事には融資あっせん及
び利子補給制度がありますので、希望する方はお問い合わせください。
日 10月1日㈫から平日 8時 30分～17時 15分
所上下水道局下水道建設課
【下水道の早期接続を】
公共下水道が使用できる区域内にお住まいの方で、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、早めに接続するようお願いします。
問下水道建設課☎ 7150－6097
く

今年も共同募金運動を実施します。地域福祉を応援するための募金運動にご協力をお願いします。▷期間＝ 10月
1日㈫～令和 2年 3月 31日㈫ 問 千葉県共同募金会流山市支会☎ 7159− 4939

今年度の住民税が非課税の
方は、市から郵送された商品
券購入引換券の申請書で申請
が必要です。
申請をされていない方は、
月 日までに市役所商工振
興課に申請してください。
商工振興課
☎ 7150 6085
1021619
11

問

ID

30

－

復職前に家事育児を視覚化して夫婦円満に

対＝対象

定＝定員

30

31

10

10

1

1

10
1

ID

2

問

－

2
17

5

自分のＰＲできることを知り、面接技法や自分の強みを知る方法を楽しく学びます。

日 11月6日㈬ 13時～15時 30分
所江戸川台駅前庁舎３階

ジョブサポート流山
（地域職業相談室）

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）
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

ごみ減量化
促進ポスター展

パパママ家事シェア教室

内＝内容

31

就職支援セミナー

出産や子育てなどで会社実務から離れている方、正社員を目指している方などに、企
業が求めている経理総務に関する実務全般を分かりやすく学べるセミナーを開催します。
日 10月17日㈭ 10時～12時 30分
所流山商工会議所
講税理士 ･堀内龍文さん
定 40人
（先着順） 費無料
持筆記用具、電卓、
ノート 申電話
問流山商工会議所☎ 7158－6111

講＝講師

1

採用につながる面接のコツをマスターしたい方へ

経理総務実務力養成セミナー
（入門編）

所＝場所

3

子どもたちの力作をご覧ください
クリーンセンターを見学した市内小学４年生
が、
「ごみの減量・資源化」をテーマに描いたポス
ターを別表の通り展示します。なお、入賞者の発
表は今後、広報ながれやまなどでお知らせする予
定です。
日時

場所

10月9日㈬～21日㈪
8時30分～17時15分※平日のみ

市役所

10月30日㈬～11月28日㈭9時～17時

クリーンセンター

10月25日㈮～28日㈪9時～21時
生涯学習センター
（25日は13時～21時、28日は9時～15時） （流山エルズ）

問クリーンセンター☎ 7157－ 7411
1002479

費＝費用

中小･小規模事業者の方へ

1002351

女性のためのやさしく学べる

日＝日時

2

6

以上であること
④生け垣を構成する樹木の葉が接している
こと
⑤ブロック塀など、ほかの垣も設置する場合
は生け垣の根元から測って高さ40センチ
メートル以上隠れないこと
⑥樹木の種類は生け垣の形成に適するもの
であること
（樹木の指定はなし。草花は対象
外）※既存の塀や生け垣などの撤去費用は
補助の対象外
▷補助割合＝設置工事費や樹木購入費の半
額※１メートル当たり4,000円以内
▷限度額＝既存の生け垣を撤去して設置：3
万円、新設：4万円、流山市グリーンチェーン
認定と同時に申請：5万円
問みどりの課☎ 7150－6092

イクメンコンサルタント･白石公彦さんを講師に迎え、家事リ
ストなどを用いてより良い夫婦関係を目指すために本当に大切
なことを学びます。
日10月26日㈯9時45分～11時30分
所生涯学習センター
（流山エルズ）
対8カ月までの赤ちゃんまたはマタニティさん家族
定15組(多数抽選)
費1家族900円
持飲み物、
筆記用具、
お子さんのおもちゃ･ケアグッズ
申 氏名、電話番号、お子さんの氏名・月齢･第何子目か、講師に聞
いてみたいことを明記の上、
10月15日までにメール
問事務局 biyoga8@gmail.com

2

2

必ず設置前に申請を

（赤ちゃんと一緒に流山 de 美ヨガ＆ダンス♪主催）

2

1

日から

5

10

月

1

生け垣設置に補助金

市民活動
公益事業
便 り

1

5

自宅の増改築や引っ越しなどで不要になった樹木を登録いた
だき、必要としている方に提供する
「グリーンバンク制度」
を行っ
ています。 樹木の情報など詳細は、市ホームページをご覧にな
るか、お問い合わせください。
◆樹木を提供したい方
樹木名、本数、大きさなどを市役所みどりの課へご連絡くださ
い。提供リストに登録します。登録できる期間は最大6カ月です。
◆樹木が必要な方
提供リストから欲しい樹木を選び、みどりの課にご連絡くださ
い。提供者の連絡先をお伝えしますので、相対で受け渡しを行っ
ていただきます。 樹木の移設費用は、原則として受け取り希望
者の負担です。
▷登録樹木＝ツゲ、ツツジ、モミジ、ウメ、アジサイ、モッコク、コニ
ファー
1002358
問みどりの課☎ 7150－6092

生け垣を設置する方に補助金を交付して
います。 補助金の申請は、必ず設置工事前
（自力での場合は樹木購入前）に行ってくだ
さい。
対 市内に居住または居住予定の個人で、生
け垣設置の完了報告をする時点で生け垣を
設置した敷地内に居住しており、市税の滞
納がない方
▷補助対象＝次の全てを満たす生け垣
①道路と敷地の境界から5メートル以内（敷
地と接している道路の幅員が４メートル未満
の場合は、道路の中心から2メートル以上後
退した位置）に、道路との境界線に沿って設
置していること
②生け垣 1カ所当たりの延長が 3メートル以
上であること
③生け垣の平均の高さが 40センチメートル

10

2

市内の郵便局で購入を

グリーンバンク制度の
ご利用を

経済産業省では、消費税増 【キャッシュレス導入を支援
月 日から、市内の各郵 ページなどでご確認の上、ぜ
便局でプレミアム付商品券を ひご利用ください。※商品券 税 の 軽 減 税 率 対 応 の た め、 するポイント】
利用時はおつりがでません。 「キャッシュレス・消費者還元 ◆端末本体と設置費用が無料
販売します。
を実施しています。
◆期間中の決済手数料が実質
市から対象の方に郵送した ▽販売期間＝ 月 日～令和 事業」
本制度を利用するには加盟
・ ％以下に
年 月 日
購入引換券と身分証明書（運
転免許証やマイナンバーカー ▽販売場所＝市内の各郵便局 店への登録が必要です。登録
消費者にもお得な
方法など詳細は、経済産業省
ド、
健康保険証など）
を持参の （平日のみ受け付け）
ポイント還元
▽利用期間＝ 月 日～令和 のホームページをご覧になる
上、
ご購入ください。
か、市役所商工振興課にお問
対象店舗でキャッシュレス
年 月 日
商品券は、 人当たり 万
い合わせください。
による支払いをした方には、
円で 万 千円分までを上限
プレミアム付商品券の
▽実施期間＝ 月 日㈫～令
％または ％のポイント還
に購入できます。また、 千
購入申請を忘れずに
和 年 月 日㈫
元があります。詳細はお問い
円分の商品券を販売期間中に
▽ 主 な 対 象 決 済 手 段 ＝ ク レ 合わせください。
数回に分けて購入することも
ジットカード、デビットカー
商工振興課
できます。
ド、
電子マネー、
二次元コード、 ☎ 7150 6085
市内のプレミアム付商品券
モバイル決済
1020716
取 扱 店（ ＝ 写 真 ）を 市 ホ ー ム

不要な樹木がある方・樹木が必要な方へ

プレミアム付商品券を販売 キャッシュレス･
消費者還元事業を実施

第1547号 令和元年10月1日㈫

3

持＝持ち物

ここだけの出会いがきっとある!

「ここだけマルシェ」
を開催
か

1002219

申＝申し込み

問＝問い合わせ

き

流山産野菜・花 卉を知っていただき、農家の方な
どと交流できるマルシェです。流山産の野菜・花、焼
き菓子やジャム、手作り雑貨を販売します。ぜひ、ご
家族など皆さんでお越しください。
日 10月13日㈰ 9時 30分～12時
所森の図書館
▷出店＝農業の部：入江農園、花き園芸生産者組合、
流山市農業青少年クラブ、矢口農園、雑貨の部：
hacchi、machimin、食品の部：PUKA-PUKA BAKE
STAND、
さつき園、machimin
問農業振興課☎ 7150－6086

対

－

16

1
4

2

来年４月の保育所
入所申し込み
受け付けは
11月1日㈮から
来年４月からの保育所の入所申し込
みは、11月1日から受け付けを開始しま
す。 入所案内、申請書および空き状況
に関する情 報は、10月21日から、市
ホームページ、市役所保育課および市
内各保育施設などで配布 ･公開する予
定です。
▷受付期間＝11月1日㈮～29日㈮
問保育課☎ 7150－6124

17

問

ID

－

－

30

8

30

1

日から

問

･

10

月

1

1

乳児の保護者の方には、乳児
健康診査受診票の交換を行い、
市の母子保健の情報をお伝え
し、安心して子育てができる
ようにサポートします。
▽受付時間＝平日 時 分～
時※交付には 分程度かか
ります。
保健センター
☎ 7154 0331
妊婦専用相談スペース
☎ 7170 0111
1000652

ID

31

4

南流山センターで
母子健康手帳の交付を開始

9

2

手帳交付時に
出産・子育てに関する相談も

1

安心して出産・子育てに臨
めるよう、保健師などが妊娠
中や出産後の過ごし方、子育
ての不安やお困りごとなどを
一緒に考えていきます。
本日から、保健センター
おおたかの森市民窓口セン
ターに加え、南流山センター
でも保健師などが常駐し、母
子健康手帳の交付を行います。
また、転入された妊婦さんに
ついても、保健師などが市の
妊婦健康診査受診票の交換と
面談を行います。１歳未満の

10

認可外保育施設などをご利用の方へ

4

5

認可外保育施設などの
利用料を助成

認可外保育施設などに在園 分を一括して申請）
している乳幼児の保護者に対
次の全てを満たす市内在住
し、認可外保育施設等保育料 の保護者①認可保育所
（園）
に
と認可保育所
（園）
に通園した 入 所 申 し 込 み を し、保 留 と
場合の保育料の差額を助成し なっていること②認可保育所
ます。
（園）
への入所申込希望園が
申 請 方 法 な ど 詳 細 は、市 カ所以上であること③乳幼児
ホームページをご覧になるか が幼稚園、認定こども園また
お問い合わせください。
は市外の認可保育所
（園）
に在
▽助成額
（月額）
＝乳幼児 人 籍していないこと④ 日 時
につき認可外保育施設等保育 間以上かつ月 日以上、認可
料と認可保育園に通園した場 外保育施設などを利用してい
合の保育料の差額の 分の
ること⑤認可外保育施設など
（ 上 限 万 円。100円 未 満 の保育料を滞納していないこ
切り捨て）
と
▽申請期間＝ 月 日～ 日
保育課
（ 平成 年 月～令和元年
☎ 7150 6124
月分納入済みの認可外保育料
1010390
31

第1547号 令和元年10月1日㈫

赤ちゃんといっしょ（全3回）

双子の子育てひろば

さくらんぼくらぶ（全2回）
双子・三つ子のパパママの情報交換と仲間づくりの場です。 助
産師さんによるエクササイズや保健師さんと子育ての話をして、
心も体もほぐしませんか。プレママも参加できます。
日① 11月10日㈰② 11月24日㈰いずれも10時 30分～11時 40
分 所 南流山福祉会館 内 ①ママのためのエクササイズ②がん
ばりすぎない、双子の子育て…
対 3歳未満の双子・三つ子と
その保護者またはプレママ
定 15組
（先着順） 費無料
申文化会館に電話
問文化会館☎ 7158－3462
1001276

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 11月 11日 ㈪・18日 ㈪・28日 ㈭ 10時 ～11時 30分（28日 は
12時まで） 所 文化会館 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 15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、10
月15日（必着）までに〠 270－0176流山市加 1－
16－2文化会館へ郵送またはファクス
問文化会館☎ 7158－3462
1014850
FAX 7158－3442

乳幼児をもつ方の交流の場
（10月）
時間はいずれも10時〜11時30分

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 10月12日㈯ 13時～15時 30分
所森の図書館
費無料
（材料代がかかる場合あり）
申不要
問森の図書館☎ 7152－3200
1022505

おおたかの森ひろば特別版 親子体操
日 10月16日㈬ 10時～11時 30分
所おおたかの森センター
講総合体育研究所指導員・原田渉吾さん
対 2･3歳児のお子さんとその保護者
定 25組
（先着順）
費無料
持動きやすい服装、着替え、飲み物、
タオル
申 10月1日 10時から電話または直接窓口
へ
問おおたかの森センター☎ 7159－7031
親子で一緒にリズム体操
日 10月18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

博物館子ども教室
煎茶を楽しんでみよう
日 10月19日㈯10
時～11時
所南流山センター
対 小 ･中学生とそ
の保護者
定 5組 10人（先着
順） 費無料 持白い靴下
申 10月2日 9時から博物館へ電話
1022857
問博物館☎ 7159－3434
せんちゃ

こどもアートワーク
まほうつかいになろう !
身近な素材でまほうつかいの帽子とマント
を作って、ハロウィーンを楽しみましょう。
日 10月27日㈰ 14時～16時
所おおたかの森センター 対 小学生以下
定 10人
（先着順） 費 300円
（材料代）
申 10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
1022699

東深井福祉会館 in ハロウィン
今年も福祉会館窓口で小学生以下のお子
さんにお菓子のプレゼント
（先着順）がありま
す。
日 10月31日㈭ 8時 30分～22時
※早めに閉館する場合もあります。
所東深井福祉会館
費無料 申不要
問東深井福祉会館☎ 7155－3638

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。22日はお休み※おも
ちゃ病院のみ実施。
日1日～29日の火曜 所文化会館
●南流山ぽかぽかサロン	乳幼児連れの親子が自由に交流。ミニイベントは童謡コン
サート。おもちゃ病院もあり
日17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16日㈬ 内手遊び、絵本読み聞かせ、親子ヨガなど
所北部公民館
（☎7153－0567）
日／内1日㈫／自由遊び。おもちゃ病院もあり

15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17日㈭ 内リトミック。※おもちゃ病院もあり。14時ま
（☎7144－2988）
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8日㈫ 内絵本、わらべ歌
所南流山センター
（☎7159－4511）

児童館・児童センター 10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
7日㈪～12日㈯
29日㈫

7日㈪～12日㈯
25日㈮

26日㈯

催し物
ハロウィン工作

ハロウィンパーティー
（乳幼児向け）
※要申し込み
ハロウィン工作
おもちゃ病院

マンカラ大会

19日㈯

ボンバー大会

3日㈭

人形劇（乳幼児向け）

26日㈯

ピッグ10大会

12日㈯

あきまつり※要申し込み

26日㈯

福祉会館合同児童センターまつり

19日㈯

バドミントン大会

19日㈯

28日㈪

26日㈯
12日㈯

30日㈬

卓球教室

親子でリトミック※要申し込み
神経衰弱大会
マンカラ大会

リトミック※要申し込み

日 10月 16日 ･30日、11月 13日 ･27日の水曜 14時〜15時 30分 所 江戸川大学 定 20人（先着順） 費 8,000円（材
日本茶の楽しみ方
～知って感じる奥深さ～
（全4回） 料代含む） 申 電話または同大学ホームページから 問 同大学駒木学習センター☎ 7156－ 7715

費

一人で悩まず気軽にご相談を

ー

31 31

10

64

1

65

2

レ
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◦千葉県ひきこもり地域支援センター☎ 043－209－2223
◦中核地域生活支援センターほっとねっと☎ 047－309－7677
問障害者支援課☎ 7150－6081
1022485

問

1

こ つ

流山市安心メールにご登録を
安心メールは、緊急時に皆さんの携帯電話やパソコンに正
確かつ必要な情報を電子メールでお届けするサービスです。
災害時には、避難勧告や避難所開設などの情報を、安心
メールでもお知らせします。 登録がお済みでな
い方はぜひ、ご登録をお願いします。
問コミュニティ課☎ 7150－6076
1002709

防災アプリ
（Yahoo! 防災速報）
でも緊急速報を配信
自治体からの緊急速報を配信する「Yahoo! 防災速報」は、
緊急情報やハザードマップ、避難所開設情報やルート検索など
を配信するサービスです。登録方法など詳細は、市ホームペー
ジをご覧になるかお問い合わせください。
問防災危機管理課☎ 7150－6312
1022652

特定の年齢の女性を対象に骨粗しょう症検診（骨密度
時間･場所
日程
9時30分～10時30分 13時30分～14時30分
測定）
を実施します。検診の対象者で、まだ申し込みをさ
東部公民館
れていない方はお早めにお申し込みください。 検診は５ 11月14日㈭
11月15日㈮
保健センター
年ごとに申し込みが必要です。
保健センター
11月18日㈪
骨粗しょう症は、骨が弱くもろくなる更年期以降の女性
11月19日㈫
南流山センター
に多い病気です。 骨密度は 20歳代で最大に達し、閉経
11月20日㈬
保健センター
後急激に低下します。そのため、特に女性は若いときの
「骨貯金（骨密度をできるだけ増やす）
」が大切です。この 【対象となる女性】※年齢は令和 2年 4月1日時点
40歳
昭和54年4月2日～昭和55年4月1日生まれ
機会に骨粗しょう症のリスクと対策を確認しませんか。
45歳
昭和49年4月2日～昭和50年4月1日生まれ
費 100円 申 電子申請または「骨粗しょう症検診希望」
、
50歳
昭和44年4月2日～昭和45年4月1日生まれ
住所、氏名
（フリガナ）
、生年月日、性別、電話番号を明記
55歳
昭和39年4月2日～昭和40年4月1日生まれ
の 上、〠 270－0121流 山 市 西 初 石 4－
60歳
昭和34年4月2日～昭和35年4月1日生まれ
1433－1保健センターへ郵送または直接
65歳
昭和29年4月2日～昭和30年4月1日生まれ
窓口へ
70歳
昭和24年4月2日～昭和25年4月1日生まれ
問保健センター☎ 7154－0331

成年後見制度･遺言･相続

受診率50％達成に向けた集中キャンペーン月間

ハローベイビー

日程

17日㈭
24日㈭
31日㈭
28日㈪
29日㈫

保健センター

1日㈫
18日㈮
25日㈮
11日㈮

育児相談

23日㈬
25日㈮

もぐもぐ教室
（予約制）
カムカムキッズ
（予約制）

むし歯予防教室 1回目1日㈫・2回目15
日㈫・3回目29日㈫
（予約制）
①3カ月児…個人通知
②1歳6カ月児…2日㈬
健康診査
～4日㈮
③3歳児…7日㈪～9日㈬
食事相談
（予約制）
平日
成人健康相談
（予約制）

成年後見制度は、認知症の方や知的障害、精
神障害のある方の権利や財産を守るため、法律
面や生活面で支援する仕組みです。
制度の利用を考えている方は、この機会に個
別相談会をご利用ください。 相談内容の秘密
は守られます。
日 10月30日㈬ 13時～15時 55分※ 1組 40分
以内
所東部公民館

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）
南流山センター
（9時45分〜10時15分受け付け）
東部公民館
（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
南流山センター
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

無料個別相談会を開催

権利擁護の専門家が応じます

10月は、がん検診受診率 50％達成に向けた集中キャンペーン月間です。
がんは昭和 56年から日本の死因第 1位です。 がんによる死亡者数を減少
させるため、年に一度の検診を受けましょう。
なお、検診は
「自覚症状などのない健康な人」が対象です。自覚症状のあ
る方は医療機関で診察を受けてください。
申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
問保健センター☎ 7154－0331

開催教室

しょうしょう

骨粗しょう症検診を実施

秋のがん検診を実施中

10月

そ

10月20日は「世界骨粗鬆症デー」

いざという時のために

健康保健あんない
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給者は免除
接種までの流れ
市内と市外の一部医療機関
に予診票を設置しています。
接種を希望する医療機関で予
診票とワクチンの有無を確認
してください。
①予診票のある医療機関で受
ける場合
医療機関に、住所、氏名、生
年月日を確認できるもの（健
康保険証など）
を持参
②予診票のない医療機関で受
ける場合
二次元コードから電子申請、
保健センターに電話または直
接窓口へ※窓口の場合は即日
交 付。電 子 申 請、
電話は約 週間
かかります。
保健センター
☎ 7154 0331
1016143

ァ

所

60

ひきこもりに悩んでいる本人やご家族からの相談を受け付けて
います。
市内の相談窓口
●さまざまな理由で生活に困っている方
◦くらしサポートセンターユーネット☎ 7197－5690
●病気や障害によりひきこもりとなっている方
◦西深井地域生活支援センターすみれ☎ 7154－6202
◦相談支援センターまほろば☎ 7196－7803
◦相談支援事業所 PHARE☎ 7136－2933
◦障害者支援課☎ 7150－6081
【ひきこもり状況にある方のためのフリースペース】
◦自立サポートネット流山ひきこもり支援事業にじ
☎ 090－6710－8133
千葉県の相談窓口
フ

対

予防接種で流行に備えましょう

体力の低下した高齢者の方
がインフルエンザにかかると、
肺炎などの合併症を起こし、
重症化しやすくなります。予
防接種を受けてインフルエン
ザの流行に備えましょう。
▽期間＝ 月 日～令和 年
月 日※市外の医療機関は
月 日まで。ワクチン供給
などの事情により開始時期が
異なりますので各医療機関に
お問い合わせください。
千葉県内契約医療機関※詳
細は、市ホームページをご覧
になるか保健センターにお問
い合わせください。
接種当日に満 歳以上で流
山市に住民票があり、接種を
希望する意思表示ができる方
※心臓や腎臓などに重い障害
のある ～ 歳の方は対象と
なる場合があります。
1480円 ※ 生 活 保 護 受

ひきこもりに関する相談窓口

高齢者インフルエンザ
予防接種を実施

第1547号 令和元年10月1日㈫
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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。11
月分の予約も可
（11月5日㈫･15日㈮･30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）

対 今後成年後見制度の利用を考えている市内

在住・在勤・在学の方、介護従事者など
定 4組
（先着順）
※制度利用者本人が市民の方を
優先
費無料
申 市役所高齢者支援課へ電話※申込時に相談
の概要を伺います。
問高齢者支援課☎ 7150－6080
1018881

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
（10月）
8日㈫
4日㈮･25日㈮
3日㈭･21日㈪
17日㈭
1日㈫･15日㈫
15日㈫
平日
原則金曜

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

月・火・木・金曜

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。

4～5カ月児の離乳食指導。母子健康手帳、器、
【平日夜間・休日】
スプーン持参

診療科目

夜間 · 休日
受付時間

☎047ー361ー6651
☎047ー361ー2346

FAX 047ー367ー7554

救急医療
場所

平成30年10月～11月生まれの乳幼児対象。
平日夜間
内科・小児科
19時～20時30分
保健センター内
子どもの歯と食生活の指導と試食。母子健康
9時～11時30分
平日夜間・休日診療所
内科・小児科
（西初石4－1433－1）
手帳、おしぼり、歯ブラシ持参
休日
13時～16時30分
☎7155－3456
歯科
9時～11時30分
2歳2カ月児対象
（全3回）
。1歳6カ月児健康診査
※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。
時に申し込み。申込者に個人通知
令和元年7月生まれの乳児対象
【夜間小児救急
（21時以降）
】
平成30年3月生まれの幼児対象

平成28年6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

▷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

子ども向けワークショップ 日 ①10月6日㈰14時～17時②10月19日㈯15時～16時30分 所 ①流山福祉会館②流山おおたかの森駅前観光情報センター 対 小・中学
流山本町おみくじ作り（全2回） 生 定 16人（先着順） 費 無料 申 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
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支援センター）
に電話またはファクス
問 同相談室☎7148－5665
1000831
FAX 7141－2280

と

★巡りヨガ講座
日 11月9日㈯10時～11時30分
所 東深井福祉会館

ラ

ポ

ル

ム

講 rapolm yogaイ

ンストラクター･nanaさん 対 市内在住・
（先着順）
在勤・在学の方 定 25人
費 無料 持 動きやすい服装、飲み物、
タオ
ファ
ル、
ヨガマット 申 10月2日から電話、
クスまたは直接窓口へ
問 東深井福祉会館☎7155－3638
FAX 7153－3437

市民公開講座
（国立がん研究セン
ター東病院主催）
がんゲノム医療・がん遺伝子パネル検査
とはなにか、がん医療の専門家が分かりや
すく解説します。
日 10月12日㈯13時～15時
所 国立がん研究センター東病院
（柏市）
定 250人
（先着順） 費 無料 申 不要
問同病院☎7133－1111

夫婦ゲンカにさようなら 怒鳴らないディス
らないコミュニケーションの基本“機中八策”
怒りなどの感情に左右されずに言いた
いことを伝えられるスキルを身に付け、明
るく楽しい家庭を築きたい方向けの講座
です。
日 11月5日㈫11時～12時
所 千葉市生涯学習センター
講 市川児童相談所所長･渡邉直さん
定 86人
（先着順） 費 無料
申 千葉県男女共同参画課へファクス、
メー
ルまたは電話
問 千葉県男女共同参画課
☎043－223－2376 FAX 043－222－
0904 kyodo3@mz.pref.chiba.lg.jp

展示
★ギャラリーガラスケース展示
十人十色展
絵てがみサークル十色会会員の作品を
展示します。
日 10月1日㈫～13日㈰9時30分～17時
（1日は13時から、13日は15時まで。月
曜休館）
所 森の図書館 費 無料 申 不要
問 森の図書館☎7152－3200
1022700

10月

日 10月3日㈭～7日㈪10時30分～17時
（7日は16時30分まで）
所 蔵のカフェ+ギャラリー灯環
（流山1）
問 流山本町・利根運河ツーリズム推進課
☎7168－1047

★利根運河交流館のイベント
①うんがいい! マルクト
日 10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 10月10日㈭13時30分～14時30分、
15時～16時
③国際シンポジウム 日本とインドにおけ
る
「水」
をめぐる環境遺産の現状パネル展
東京理科大学で10月18日に開催され
るシンポジウムに合わせて、水と人・建築と
の関わりの大切さ、インド、日本での井戸
の研究事例を展示します。
日 10月12日㈯～18日㈮
【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）

★福祉会館まつり
①十太夫福祉会館
日 10月12日㈯9時～16時
②向小金福祉会館
日 10月19日㈯10時～16時
③野々下福祉会館
日 10月26日㈯10時～15時
④思井福祉会館
日 11月9日㈯9時～16時
【共通事項】
費 無料 申不要
問 社会福祉課☎7150－6079

★生物多様性シンポジウム
東京理科大学教授･朽津和幸さんと東
葛自然と文化研究所所長･新保國弘さん
にそれぞれ講演いただくほか、原風景が残
る理窓会記念自然公園（野田市）で植物の
観察会を行います。
日 11月9日㈯9時20分～12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。

18日
（13時〜16時）

その他の相談

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）
22日を除く
❷悩みごと相談
（予約制）
人権・行政
月曜
（10時～15時）
14日を除く
❸税務相談
（予約制）
23日
（13時〜16時 30分）
❹登記相談
（予約制）
9日
（13時〜15時 40分）
❺交通事故相談
（予約制）
21日
（10時〜15時）
❻不動産相談
（予約制）
16日
（13時〜16時 30分）
❼暮らしの手続き相談
（予約制）

行政書士会の無料相談

1002359

●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）
4日・11日・25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

所 東京理科大学野田キャンパス

顕微鏡を作ってプランクトン観察
（手賀沼流域フォーラム実行委員会主催）

定 50人
（先着順）
費 無料

持歩きやすい服装、タオル、飲み物、雨具、
帽子、筆記用具、
ルーペ
（お持ちの方のみ）
申 市役所環境政策課へ電話
問 環境政策課☎7150－6083
1002614

司法書士法律相談

その他

相談あんない

市民相談室の相談

わ

蔵のカフェ+ギャラリー灯環 作品展ア
ニ○△□〜動物たちも個性はいろいろ

日 10月2日㈬10時～15時
所 松戸市役所

内 不動産の相続・売買・登記

申 不要
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費 無料

ペットボトルで顕微鏡を作り、手賀沼の
プランクトンを観察しましょう。
日 10月26日㈯9時30分～12時
所 我孫子市生涯学習センター
（アビスタ）
対 小学生 定 30人
（先着順）
費 無料 持はさみ
申 二次元コードから
問 事務局
☎090－3907－8355

市民ギャラリー

問 千葉司法書士会☎043－246－2666

今月の展示

行政相談会
10月7日～13日の行政相談週間に合
わせ、総務大臣から委嘱を受けた行政相
談委員が、国の事業・制度などについてご
意見をお聴きします。
日 10月7日㈪・8日㈫10時～15時
所 市役所 費 無料
申 10月4日までに電話
問 市民相談室☎7158－1616

市役所１階市民ギャラリーで
次の展示を行います。

10月1日㈫～31日㈭

流山市展受賞作品展 その２
流山市展受賞作品を展示します。
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
茶道（裏千家）
火曜コース
初心者が安心して
学べる将棋教室
書道教室
ちょっとだけエアロ

期 日
10月1日・15日、
11月5日・19日、12月3日・17日の火曜

時 間

費 用
9,180円
9時30分～14時
（別途材料代1回300円）
幼稚園児･小学生:
10月2日･9日･23日･30日、
16時～20時30分
1万200円
（2時間程度。入室
11月6日･13日･27日、
中学生以上:
は19時まで）
12月4日･11日･25日の水曜
1万2,240円
①1万6,800円
10月6日･20日、11月3日･10日、
①大人:10時～12
②1万3,800円
12月1日･15日、
時②子ども:13時～
（教材代別途1,200円、
令和2年1月5日･19日、
15時（70分程度）
半紙代別）
2月2日･16日、3月1日･15日の日曜
9時30分～
各510円（要申し込み）
10月20日・27日、11月17日・24日の日曜
持上履き
10時30分

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
（11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

②パワーポイント

問 文化会館☎ 7158－3462

1014849

期 日
時 間
内 容
11月11日㈪ 13時30分～ 入門、ワード、エクセル、メール・インターネット、
12日㈫ 16時30分
デジカメ編集、その他よろず受け付け
11月19日㈫
9時～12時 基礎的なことからBGMの追加など
20日㈬

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
（いずれも先着順） 費 2,500円

●初石公民館のパソコン講座
講座名
①マンツーマン
パソコン教室
②スマホ教室
定 10人
申 電話

申 電話

期 日
時 間
内 容
11月6日㈬ 13時30分～ 入門、ワード、エクセル、メール・インターネット、
7日㈭ 16時30分
デジカメ編集、その他よろず受け付け
13時30分～
11月21日㈭
スマートフォンの疑問解決をお手伝いします
16時30分

費 ① 2,500円② 1,500円

●心配ごと相談
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）
12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

持ノートパソコン

問 初石公民館☎ 7154－9101

持 ①ノートパソコン②スマートフォン、充電器

☎ 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）
28日・31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

1日・25日
（18時30分〜20時30分）
江戸川台福祉会館
13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）
11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

日 ／ 所 ① 10月 5日㈯・6日㈰ 10時～15時 30分／松戸駅西口広場② 10月 19日㈯ 10時 30分～15時 30分／柏駅東口スカイプラ
ザ柏ピロティ 内 相続、
遺言、
成年後見 ほか 費 無料 申 不要 問 千葉県行政書士会東葛支部・岩本☎ 080－ 1099－ 5660
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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

★スマートフォン基本講座

講座
★東部公民館の講座･展示･イベント
①いきいきスクエアステップ
日 10月9日㈬13時～14時30分
費 100円 持運動靴、タオル、飲み物、動
きやすい服装
②子育てママのゆるヨガ
一人でも親子一緒でも参加できます。
日 10月16日㈬10時30分～11時30分
定 20組
（先着順）
費 500円
（1組700円）
持 動きやすい服装、タオル、飲み物、ヨガ
マットまたはバスタオル2枚
③やさしい和菓子作り
今回は、
いきなり団子をつくります。
日 10月21日㈪9時30分～11時30分
講 和菓子愛好家･戸部省三さん
定 24人
（先着順） 費 500円
持エプロン、三角巾、マスク、手拭き、布
巾、台拭き、持ち帰り容器
④レッツ・レクGSD
皆さんでゲーム・ソング・ダンスを楽しみ
ましょう。
日 10月23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、動きやすい服装
【共通事項】
所 東部公民館
申 ①④不要②③電話または直接窓口へ
問東部公民館☎7144－2988

★歩く脳トレ運動! スクエアステップ
（健康づくり推進員協議会主催）
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 ①10月10日㈭②10月16日㈬いずれ
も13時30分～15時
所 ①キッコーマン アリーナ②南流山セン
ター 対市内在住･在勤･在学の方
定 50人
（先着順） 費無料
持動きやすい服装、タオル、飲み物、室内
靴 申 保健センターに電話
問 保健センター☎7154－0331

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 ①10月11日㈮②10月22日㈷いずれ
も13時30分～15時30分
所 思井福祉会館
対市内在住・在勤・在学の方
定各10人
（先着順） 費 無料
持②のみスマートフォン
申 10月2日9時から電話
問 思井福祉会館☎7159－5666
こけだま

★癒やしの苔玉と草花盆栽
日 10月15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 10月16日㈬13時～14時30分
定 180人
（先着順）
②映画のひろば
人を押しのけてまで出世することができ
ない心優しい武士と、そんな夫を理解し支
える妻の心温まる絆を描いた「雨あがる」
を上映します。
日 10月16日㈬15時～16時40分
③みんなでリフレッシュ
日 10月23日㈬13時～14時30分
講流山音楽療法
「元気ドレミ」･小金丸尚子
さん
④第6回サークル発表会
日ごろ北部公民館で活動するサークル
の発表会です。北部中学校吹奏楽部と流
山北高校吹奏楽部・軽音楽部の演奏や、毎
年好評のカレーなどの出店もあります。
日 10月26日㈯・27日㈰10時～17時(27
日は15時30分まで)
【共通事項】
所 北部公民館
費 無料 申 不要
問 北部公民館☎7153－0567
きずな

日は15時まで）
、生涯学習センター(流山エ
ルズ )。無料 問 塚本☎090－8175－3713
■全日本写真連盟流山支部 第 14回写
1007526
問 秘書広報課☎7150−6063
真展 =10月10日㈭～15日㈫ 10時～17時
(15日は16時まで)。生涯学習センター(流
イベント
山エルズ )。無料 問 福田☎ 7115－1156
■グラウンド・ゴルフを始めてみませんか ? ■山野草展示会 (流山愛草会主催 )=10月
老人力アップと健康増進に…（流山市グラ 12日㈯・13日㈰ 9時～16時 30分、初石公
ンウンド・ゴルフ協会中部支部主催）
=10月 民館。無料 問 北☎ 7155－4295
2日～30日の水曜 9時～11時、コミュニ ■第 6回青葉祭 (社会福祉法人青葉会主
ティプラザ。 無料※要申し込み。 雨天中 催 ) =10月12日㈯ 10時～14時 30分、社
会福祉法人青葉会 WITH US 多機能型事
止 問 青木☎ 7154－1522
■第 11回流山市高齢者の集い (流山市高 業所（柏市）
。 無料※荒天中止 問 松田☎
齢期問題連絡会主催 )=10月6日㈰ 13時 7197－4080
～16時、初石公民館。 無料 問 事務局☎ ■流山南陶会第 8回陶芸作品展 (市教委
7159－1075
後援 )=10月12日㈯～14日㈷ 10時～16
■グランドゴルフ体験会 (なのはなクラブ 時 (14日は 15時まで )、南部高齢者趣味の
主催 )=10月7日～28日の月曜 13時～16 家。無料 問 小宮☎ 7158－0750
時、
ほっとプラザ下花輪(下花輪福祉会館)。 ■みんなで踊ろう フラダンス(ハーラウフ
ラ オ プウヴァイ オル主催 )=10月13日㈰
無料※雨天中止 問 黒崎☎ 7154－3246
■第 45回花神会秋の展 (水彩画、山野草 13時～14時、おおたかの森センター。無料
鉢植、切り絵、川柳など) =10月9日㈬～ ※要申し込み 問 会田☎090－7727－9932
15日㈫ 10時～21時（9日は12時から、15 ■オペラ「タング」公演事前ワークショップ

しみんの 伝言板

無料税務相談

★リサイクル講座
と

①包丁研ぎ教室
日 10月17日㈭10時～12時
持 包丁、
お手拭き、新聞紙
1016381

②干支の置物づくり～虎～
日 10月25日㈮10時～16時
持 不用布、
昼食など
1021528

③マフラーづくり
日 10月28日㈪10時～16時
持 不用毛糸、
昼食
1016429

【共通事項】
所 クリーンセンター
定 ①20人②③10人
（いずれも多数抽選）
費 ①③無料②50円
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
10月3日②③は10月15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

★スマホ・パソコン無料相談会
日 10月18日㈮14時30分～16時30分
所 南流山福祉会館

対 市内在住・在勤・在学の方

定 15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
問南流山福祉会館☎7150－4320

★普通救命講習会
AEDを使った応急手当てを学びます。

日 10月20日㈰9時～12時
所 南消防署

対 市内在住・在勤で中学生

（先着順）
以上の方 定 15人
費 無料 申 10月1日10時から電話
問 南消防署☎7159－0119

★ペン彩画スケッチ体験会
日 10月20日㈰9時30分～12時
所 平和台福祉会館

講 東葛スケッチの会主宰･鈴木利尾さん

対 市内在住・在勤・在学の方

定 15人
（先着順）

費 800円、
小学生500円
（材料代含む）

申 電話または直接窓口へ

問 平和台福祉会館☎7158－4264

オペラって何だろう? ワタシもボクもオペ
ラ歌手♪オペラを身近に感じよう! (NPO
法人流山おやこ劇場主催 )=10月14日㈷
13時～14時 30分、生涯学習センター(流
山エルズ )。1,000円※要申し込み。 小
学生以上対象 問 吉川☎ 7152－0446
■健康吹矢始めませんか ! 腹式呼吸で血
流 UP無料体験会 ((一社)日本スポーツウエ
ルネス吹矢協会流山市江戸川台支部主
催 )=① 10月15日 ㈫・24日 ㈭ 12時 ～14
時、江戸川台福祉会館② 10月18日㈮・30
日㈬ 12時～14時、北部公民館③ 10月18
日㈮ 14時～16時、駒木台福祉会館④ 10
月21日㈪・26日㈯ 14時～15時 30分、東
深井福祉会館。 無料※要申し込み 問 鈴木
☎ 090－7422－5948
■ 21楽 窯 会 陶 芸 展 =10月16日㈬ ～20
日㈰ 9時～17時 (16日は 13時から、20日
は16時まで)、さわやかちば県民プラザ
（柏
市）
。無料 問 辻田☎ 7154－7318
■スクエアダンス(リズミカルウォーキング
ダンス)無料体験＆講演会(おおたかSmile
Mates主催 )=10月16日㈬・23日㈬ 13時
きっかわ

らく よう かい

★個人指導によるパソコン教室
（全2回）
日 10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 10月2日から電話
問 野々下福祉会館☎7145－9500

★絵本のある子育て
読み聞かせ技術を磨こう
江戸川大学こどもコミュニケーション研
究所所長･浅川陽子さんを講師に迎え、読
み聞かせの魅力や技術を身に付けるため
のコツを学びます。
日 10月25日㈮10時～12時
所 生涯学習センター
（流山エルズ）
対 市内在住の子育てに関心をお持ちの方
定 50人
（先着順）
費 無料
申 流山市ファミリー・サポート
・センターに
メール、
ファクスまたは電話
問 ファミリー・サポート
・センター
☎・FAX 7153－4151
famisapo-nagareyama@ever.
ocn.ne.jp
子ども家庭課☎7150－6082

★災害ボランティアリーダー
養成講座
日 10月26日㈯9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

★認知症サポーター
フォローアップ講座
認知症の方への声のかけ方や接し方を
学びます。
日 11月2日㈯14時～16時
所 生涯学習センター
（流山エルズ）
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 40人
（先着順） 費 無料
申 東部高齢者なんでも相談室
（地域包括
～14時 30分、初石公民館。 無料※要申
し込み 問 中河原☎ 7154－4372
■ 第 5回 南 墨 会 (水 墨 画 )作 品 展 =10月
17日㈭～20日㈰ 9時 30分～17時 (20日
は 15時まで )、南流山センター。無料 問 増
田☎ 7159－3537
■いも掘り体験 (流山市農業青少年クラブ
主催 )=10月20日㈰ 9時 30分～12時、前
ケ崎。1キログラム150円※いもがなくな
り次第終了 問 市村☎ 080－1282－7447
■流山市太極拳のつどい (流山市太極拳
連盟主催、市教委後援 )=10月20日㈰ 13
時～17時、生涯学習センター(流山エル
ズ )。無料 問 下田☎ 080－5002－8218
■福祉講演会「盲人ランナー・情熱の町づ
くり」(流山市視覚障害者協会主催 )=10月
25日㈮ 13時～15時、東深井福祉会館。
無料※要申し込み 問 加藤☎ 090－7820－
2085
■柏の葉コーラスクラブ コーロ・フォー
リエ1stコンサート=10月27日㈰ 14時～
16時、スター ツ お お た か の 森 ホ ール。
500円 問 高月☎ 090－1667－1037

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 10月 10日㈭ ･24日㈭いずれも 10時～12時、13時～15時
所 千葉県税理士会松戸支部 費 無料 申 電話 問 同支部☎ 047－ 366－ 2174

今月の
納税・納付

市の人口と予算〈8月1日現在〉

（ ）内は前月比／前年同月比
【人口・世帯】
合計 ＝ 158,329 人 （＋113 ／＋ 2,619 ）
男 ＝ 78,672 人 （＋ 66 ／＋ 1,311 ）
女 ＝ 79,657 人 （＋ 47 ／＋ 1,308 ）
世帯 ＝ 62,081 世帯（＋ 89 ／＋ 1,881 ）
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市指定無形民俗文化財
赤城神社大しめ縄行事

第4回「白みりんと切り絵行灯の夕べ」
を開催
名店の特製みりん弁当の限定販売も!

プロから学べる! お得で楽しい体験講座
講座名

よ

よいみや

場所

時間

定員（先着順）

費用

切り絵作家から学ぶ!
切り絵体験教室

流山駅2番線停車
の車両内

13時～14時30分

10人

500円

おみくじで巡る!
開運! フォトウォーク

流山駅前集合

13時～17時

15人

流山本町歴史
ガイドウォーク

①TX流山おおたか
の森駅改札前集合 ①15時～16時30分
②流山駅前集合
②15時30分～16時30分 各20人
③南流山駅北口東 ③14時50分～16時30分
武バス停前集合

よしさんの楽しい
ペン彩画教室

流山駅2番線停車
の車両内

13時～14時30分

6人

ふくろう作り

笹屋商店
（流山1）

①13時～14時15分
②14時30分～15時45分

各6人

か ぐ ら

流山史跡ガイドウォーキング
（秋編）
ビリケンさんと運河をめぐる

NPO法人流山史跡ガイドの会の皆さんの案内で、利根運河を見守る
ビリケンさんなどを巡ります。
日 11月9日㈯ 9時～12時
（8時 50分集合） 所運河駅集合
▷コース＝運河駅→利根運河ビリケンさん→ムルデル碑→深井城跡→窪
田酒造→運河水辺公園※約 3キロ
定 40人
（先着順） 費無料 持動きやすい服装、飲み物
申文化会館に電話
1014851
問文化会館☎ 7158－3462

流山キッコーマンで学ぼう!
①15時40分～15時55分
（みりんの製造工程を映像で 流山駅2番線停車 ②16時～16時15分
各20人
紹介）※工場見学の実施はあ の車両内
③16時20分～16時35分
りません
④16時40分～16時55分

東部地区自治会連合協議会が
防災功労者内閣総理大臣表彰
を受賞
9月20日、防災功労者内閣総理大臣表彰を受賞した東部地区自治会連合
が、市役所市長室を訪れ、受賞の喜びを井崎市長に報
協議会
（泊り栄治会長）
告しました。 防災功労者表彰は、防災活動や防災体制の整備への貢献が特
に顕著な団体や個人に対し内閣府が行うもので、内閣総理大臣表彰は全国
で 5人と84団体が受賞しました。
流山市東部地区自治会連合協議会は、平成 17年に東部地区 24自治会が
連合協議会を設立し、地域コミュニティーの維持・活性化を図るとともに、防
災力を高める防災活動を実施。 小学校ごとに避難所運営委員会を設立し、
「避難所運営マニュアル」
を作成したほか、中学生と合同で防災マップも作成。
さらに、地元企業と「災害に強いまちづくり応援協定書」を締結し、大規模災
害が発生した際に応援要請を行う
といった防災体制の整備などの貢
献が評価されました。泊り会長は
「今まで共助の力を高めるために
尽力いただいた皆さんあっての受
賞だと思います。これからは、こ
れまでに築き上げてきた土台を確
かなものにしていくとともに、継続
していくことに努めていきたいと
考えています」と今 後 の 抱 負を
語ってくださいました。
安倍総理
（右）
と泊り会長
とま

1022941

あんどん

流山本町で誕生した
「白みりん」
と
「切り絵行灯」
が主役のイベントで
す。普段は点在している切り絵行灯を、流山駅周辺の通りに約 50基
集結させ、約 200基の竹行灯、約 100基の流山小学校児童による手
作り行灯とともに幻想的にライトアップします。
毎回好評の切り絵ミニライトを個数限定で販売するほか、かねき・ブ
ラッスリーしんかわ・柳家の特製みりん弁当を数量限定で販売します。
また、
当日は常与寺と浅間神社で御朱印がうけられ、
行灯が並ぶ通りで
は、市民団体による踊り
「おわら風の盆」
も披露されます
（16時と18時
の 2回）
。流山本町のお店を巡りながら、ここでしか味わえない
「みりん
グルメ・スイーツ」
や、
歴史と情緒あふれる町並みをお楽しみください。
また、イベントに合わせ、プロから学べる体験講座（別表参照）を実
施します。
日 10月26日㈯ 16時～20時
（荒天中止）
※行灯の点灯は 17時ごろ
所 流山駅周辺

「流山」の地名発祥の地ともいわれる赤
城山に鎮座する赤城神社で、大しめ縄行
事が行われます。 青割り竹にわらと縄を
巻きつけて、長さ約 7メートルの大縄を3
本作り、撚り合わせ、保存塔に1年間掲げ
ます。また、翌週には宵 宮と例大祭が行
を、保持団体の赤城保
われ、市指定無形文化財
「流山の祭囃子、神楽等」
存会が奉納します
（見学可）
。
日大しめ縄づくり：10月13日㈰ 8時～14時ごろ
【宵宮】10月19日㈯ 15時～18時
【例大祭】10月20日㈰宮出し：11時から 宮入り：18時から
所赤城神社
（流山 6）
※マナーを守って見学してください。
1013102
問博物館☎ 7159－3434
まつり ば や し

【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

123456789

志野流香道 ･今泉房子さんを講師に
迎え、室町時代末期から茶道と並び、華
開いたわが国特有の文化である、香木
の香りを味わい香りを当てる「聞香」を
体験します。午前 ･午後の間に上演さ
れる謡・仕舞も合わせて鑑賞できます。
日 11月 10日㈰ 午前の部 :10時から、午後の部 :13時から※午前・午後
とも 2席。謡・仕舞の上演は 12時～12時 15分 所 一茶双樹記念館
定午前の部：25人、午後の部：20人
（いずれも先着順）
費各 3,000円
（お抹茶付き） 申電話、
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

●国民健康保険料
（第5期） ●介護保険料
（第5期）
●後期高齢者医療保険料
（第4期） ●市県民税
（第3期）
1000533
納税・納付は便利な口座振替で

流山キッコーマン特製!
流山駅前
みりん蜜の白玉団子を食べよう!

15時から
※なくなり次第終了

①歌唱会：
歌唱会＆コンサート（流山と
ミューズ熊坂音楽ス 17時～17時45分
じ ょ じょう か
（流山2）
②コンサート：
共に歩む…懐かしの抒 情 歌）タジオ
19時～19時45分

申し込み

500円

持 スマートフォンまた

市 役 所 流山本
はデジカメなど※カ 町・利根運河ツ
メラはSDカード仕様
ーリズム推進課
に電話
無料
※交通費実費
ギャラリーよし

500円

持 描きたいものの写（☎7157－8144）

真や画像

800円

持 裁縫道具

に電話

笹屋商店
（☎︎7158－0147）
に電話

無料

不要

①無料
②1,500円

ミューズ熊坂
音楽スタジオ
（☎7158－0238）

ー

各15人

問 流山本町・利根運河ツーリズム推進課☎ 7168－1047

市内の最高齢者を井崎市長が
お祝い
女性は岡部さん、男性は山口さん

敬老の日の 9月16日に合わせ、井崎市長が市
内の最高齢者をお祝いしました。今年、最高齢者
になられたのは東深井の岡部トミさんです。
岡 部さんは、大 正 元 年 8月15日生まれの 満
107歳。当日は、岡部さんが入所されている市内
の老人ホームを市長が訪問し、お祝いの賞状と花
束を手渡しました。
賞状と花束を受け取る岡部さんは終始笑顔が
絶えず、家族の方は
「お祝いされている本人もとて
も楽しそうな様子で、お祝いいただき本当にあり
がたいです」
と話してくれました。
男性の市内最高齢者は、長崎の山口郁哉さんで
す。 山口さんは、大正 5年 10月27日生まれの満
102歳。 入所されている市内の老人ホームを市
長が訪問しました。
お祝いの言葉とともに賞状と花束が手渡される
と、山口さんは笑顔で
「ありがとうございます」
とお
礼の言葉を述べました。
市内では今年 9月1日現在、100歳以上の方が
男性 11人、女性 58人いらっしゃいます。
1022896

（9月20日、首相官邸で行われた表彰式で）

古紙100％再生紙、植物油インキ使用

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。

