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12月4日㈬〜10日㈫は人権週間

　松戸人権擁護委員協議会で
は、人権侵害に関する相談、児
童・生徒への人権啓発、各種啓
発イベントなど、人権擁護のた
めにさまざまな活動を続けて
います。森のまちふれあいフェ
スが皆さまにとって「人権」を
改めて考えるきっかけとなれ
ば幸いです。

　平成17年の「誰がために」でデビュー。人間性
を描いた作品が高い評価を得る。以降「火

ほ た

垂るの
墓」「爆心長崎の
空」「こどもしょ
くどう」など、苦
難の中でも懸命
に生きる人間を
描く映画を手掛
ける。

　「社会に貢献したい」という亡き母の思いを形にするため、自分なりになにか
できないかと考え、夫と始めたのが子ども食堂です。「利用者は困っている人」
という偏見を持たれないように、親子をはじめさまざまな人が参加できる環境
をつくり、地域の交流の場にもなっています。中には、利用するだけでなく活動
に協力してくれる方も。ボランティアをする、されるではなく、みんなで地域の
つながりができればと思っています。

　「こどもしょくどう」の監督である日向寺太郎さんをお
招きし、映画製作の背景や、子ども食堂への思い、映画を
見た方に考えてほしいことなどをお話しいただきます。

　地域の新たなコミュニティの場として全国に広がる子ども食堂の必要性を
テーマに、子どもの視点から描く「こどもしょくどう」を上映します。両親が食
堂を営む小学5年生の高野ユウト君と、ユウト君の幼なじみで母親が育児放棄
状態のタカシ君や、河原で車中生活をする姉妹との物語を描く作品です。
　今作は、南流山子ども食堂の会などへの取材のほか、江戸川台小学校など市内
でも撮影が行われました。

　子ども食堂を舞台に、さまざまな事情を持つ子どもたちの交流を描く映画「こどもしょ
くどう」を上映し、監督である日向寺太郎さんの講演を行います。
　文化会館ホワイエでは、人権啓発に関する展示や人権擁護委員によるPR活動（＝写真）
などを実施します。
所文化会館※会場には手話通訳、要約筆記があります。
定800人（先着順）　費無料
申不要※1歳半～就学前児の一時保育あり（12月4日までに市役所秘書広報課へ要申し
込み）
問秘書広報課☎7150－6063　 1023200

（流山市人権フェスティバル2019）
松戸人権啓発活動地域ネットワーク協議会主催（市教委共催、流山市社会福祉協議会後援）

森のまちふれあいフェス

松戸人権擁護委員協議会流山部会長　秋月 孝夫さん

映画監督・日向寺 太郎さん

南流山子ども食堂の会　金川 聡美さん

　人権とは、誰もが生まれながらに持っている、人間らしく生き
る権利です。
　市では、人権週間に合わせて、12月7日に森のまちふれあいフ
ェスを開催します。この機会に改めて人権を考えてみましょう。
問秘書広報課☎7150−6063

地域のみんながつながる場所に

人権イメージキャラクター
人KENまもる君・人KENあゆみちゃん

市内の小学校で人権教室を行う
秋月会長

１
い ち は や く

８９ 知らせる勇気 つなぐ声
虐待かもと不安な時はご連絡を

人権を考えるきっかけに

“人間らしく
生きる権利”を考えよう
12月7日
13時30分〜16時
（13時開場）

土

映画上映「こどもしょくどう」 日向寺監督の講演第１部 第2部

【相談窓口】
◆…流山市家庭児童相談室☎7158ー4144（平日9
時～16時）
◆柏児童相談所☎7131ー7175（平日9時～17時）
◆…子ども･家庭110番☎043ー252ー1152（24時
間対応）
◆…児童相談所全国共通ダイヤル☎１８９（24時間対
応）
※緊急時は迷わず110番してください。

　11月は児童虐待防止推進月間です。
　保護者には虐待をしている認識がなく、
しつけの一環として虐待を否定することが
あります。
　皆さんの周りに気になる子どもがいる場
合には、市の家庭児童相談室や柏児童相
談所などにご連絡ください。ご連絡いただ
いた方の秘密は守られます。
　また、子育てに悩みや不安はつきもので
す。一人で悩まず、まずは相談してください。
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献血に
ご協力を!

日11月3日㈷9時～13時30分　所キッコーマン アリーナ　▷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

景観条例の改正案および
景観計画の変更案の縦覧・説明会

流山市の宅地分譲

「女性に対する暴力をなくす運動」
期間

縦覧は11月11日から

新規販売を開始

一人で悩まず相談してください

問まちづくり推進課西平井・鰭ケ崎区画整理室☎7157－6100　 1002328

◆縦覧
日 11月11日㈪～12月9日㈪の平日8時30分～17時15分　所市役所都市
計画課　▷意見書の提出＝都市計画課で配布の意見書に必要事項を明記の
上、意見を400字詰め原稿用紙2枚以内にまとめ、12月9日（消印有効）まで
に〠270－0192流山市役所都市計画課へ郵送または持参
◆説明会
日 11月15日㈮18時30分～20時、11月16日㈯10時～11時30分
所市役所第2庁舎306会議室
問都市計画課☎7150－6087　 1023192

　南流山駅徒歩圏で秋葉原駅まで最速20分と交通の便、住環境にも優れた
宅地をご用意しています。ぜひ、ご検討ください。
▷申し込み期限＝11月8日㈮まで　▷抽選日＝11月17日㈰

人権擁護委員などによる無料相談
　11月12日～25日は「女性に対する暴
力をなくす運動」期間です。夫・パート
ナーからの暴力やストーカーなど、女性
をめぐる各種の人権問題に関する相談
を、人権擁護委員などが電話で応じます。
日 11月18日㈪～22日㈮8時30分～19
時、11月23日㈷・24日㈰10時～17時
電話相談（女性の人権ホットライン）
☎0570－070－810
問千葉県人権擁護委員連合会事務局
☎043－247－3555
その他の電話相談
　配偶者間であっても、暴力は決して許

されません。不安や悩みを、まずは相談
してください。
◆千葉県女性サポートセンター
☎043－206－8002（女性専用）
◆千葉県男女共同参画センター
①女性のための電話相談☎7140－
8605（火～日曜9時30分～16時）
②男性のための電話相談☎043－308
－3421（火・水曜16時～20時）
◆松戸健康福祉センター☎047－361
－6651（平日9時～17時）
◆流山警察署☎7159－0110
◆市役所子ども家庭課
☎7150－6082

　松戸税務署では、源泉徴収義務者を対象
に、年末調整の事務手続きや法定調書の提出
に関する説明会を開催します。
　年末調整は、給与所得者が1年間に源泉徴
収された所得税を精算する大切な手続きで
すので、都合の良い会場へお越しください。

問松戸税務署☎047－363－1171

　国民年金保険料は、納付した全額が所得税や住民税の社会保
険料控除の対象となります。11月上旬に、今年1年間に納付（見
込額含む）した国民年金保険料の額を証明する「社会保険料（国
民年金保険料）控除証明書」が日本年金機構から送付されますの
で、控除の申告をする場合は必ず添付してください。
　10月～12月に今年初めて国民年金保険料を納付した方には、
来年2月上旬に同様の証明書が送付されます。控除証明書は、年
末調整または確定申告の際に必要となりますので大切に保管し
てください。
※未着の場合や再交付依頼など詳細は、下記専用ダイヤルにお
問い合わせください。
問ねんきん加入者ダイヤル☎0570－003－004
（IP電話からは☎03－6630－2525）…

　国民健康保険は、病気やけがなどの時に安心して医
療機関で受診できるように、被保険者相互で助け合う
制度です。保険料は期限内に納めましょう。
　保険料の納付方法は口座振替が原則です。これか
ら加入する方や年金天引き以外で口座振替になってい
ない方は、納め忘れのない口座振替への切り替えにご
協力をお願いします。期限内に納付が困難な方は、納

付相談をお願いします。また、医療費負担が困難な方
は、市が定めた要領に該当すれば徴収猶予などの対象
となる場合があります。

【納付相談は随時受け付け】
日 平日8時30分～17時15分
所市役所保険年金課
問保険年金課☎7150－6077

　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＝11月6日㈬13時～19日㈫23時
問税制課☎7168－1049　 1000521

　マイナンバーカードを申し込み、交付通知書が
届いた方で、平日の受け取りが困難な方はぜひご
利用ください。当日は待ち時間短縮のため、11月
22日までに電話でご連絡いただいた方を優先し
てご案内します。必要書類など詳細は、交付通知
書をご覧になるか、お問い合わせください。
　なお、当日はほかの通常業務は行いませんが、電
子証明書のパスワードのロック解除と再設定のみ
受け付けます。
日 11月24日㈰8時30分～12時
所市役所第１庁舎１階市民課
▷受け取れる方＝本人または法定代理人（本人同
伴に限る）
問マイナンバー制度全般…マイナンバー総合フ
リーダイヤル 0120－95－0178（平日9時
30分～20時※土・日曜、祝日は17時30分まで）
カードの交付について…市民課☎7150－6075

　市では、自治会や自主防災組織によ
る、地域における災害時の支援、身近
な支え合い活動を推進しています。
　今回は、地域における防災力の向上
と自主防災組織のリーダーの育成を
目的に、東日本大震災で避難所の責任
者を務められた防災減災危機管理ア
ドバイザー・吉田亮一さんを講師に迎
え、地域防災活動に関する取り組みな
どをお話しいただきます。手話通訳･
要約筆記もあります。
日 11月14日㈭14時～16時
所文化会館
費無料
申不要
問防災危機管理課☎7150－6312

1023201

日程 場所 時間

11月6日㈬ 鎌ケ谷市総合福祉
保健センター

13時30分～16時
※13時から用紙を

配布11月7日㈭ 松戸市民会館

11月12日㈫ 流山市文化会館

障害者控除対象者
認定の申請を受け付け

年末調整などの
説明会

国民年金保険料は
全額が控除対象

11月は「ちば国保月間」

マイナンバーカード
の日曜交付

ふるさとづくり功労者表彰

地域防災推進
講演会を開催

インターネット公売の
実施

要介護（要支援）認定を受ける
65歳以上の方へ

市内は文化会館で実施 年末調整や確定申告には
控除証明書の添付を

保険料は期限内に納付を

電話での事前受け付けに
ご協力を

24人・1団体が受賞の栄に

地域防災活動とは　東日
本大震災、あの日あの時

市内・市外の個人・法人を問いません

　障害の程度が身体障害者・知的障害者に準ずる状態と
して、市の認定を受けた方は、所得税の確定申告や市県
民税の申告で障害者控除が受けられます。なお、確定申
告などをする必要がない方は、申請の必要はありません。
対65歳以上の方で要介護（要支援）認定を受けている方
申申請書（注）をいずれかの方法で提出①〠270－0192
流山市役所介護支援課に郵送または持参②各高齢者な
んでも相談室（地域包括支援センター）に持参※審査結
果は来年1月中旬以降に通知
注 :介護支援課または同相談室窓口で配布。市ホーム
ページからダウンロードも可
問介護支援課☎7150－6531

1000813

　明るい地域社会の創造に大きく貢献された個人や団体を表彰する第77回ふるさとづく
り功労者表彰の表彰式が10月9日、市役所で行われ、24人・1団体が受賞の栄に輝きまし
た。受賞者は次のとおりです。（敬称略）※（）内は主な功績

問秘書広報課☎7150－6063　 1023078

▷青少年の健全育成＝増田俊康・大川原三枝子・島尚子・武藤多惠子・石田功・鴻池昭代・佐藤一江・
伊原秀明・田村幸子（いずれも流山市青少年補導員）
▷地域保健・医療への貢献＝保田国伸・荒木進・藤原正樹（いずれも学校医）・白川誠二・齊藤大・…
鈴木明（いずれも学校歯科医）
▷地域社会づくりへの貢献＝染谷博・…
小野口研治・木村智・田中かね・友常勝子・
川鍋チヨ・鈴木和夫（いずれも登下校の見
守りボランティア）・海老原貞夫（流山市コ
ミュニティスポーツリーダー）・小澤祥一
（流山市民安全パトロール隊員）
▷環境整備への貢献＝一般社団法人千葉
県トラック協会

先着順販売も!
　先着順の販売区画（3区画･市有地）もあります。併せてご検討ください。※先着順
のため、申し込み済みとなる場合があります。
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千葉県生涯大学校の
入学生を募集

対健康や仲間づくり、社会参加に興味のある県内在住の原則60歳以上の方　▷募集期間＝11月8日～12月27日　▷願書配布
＝市役所高齢者支援課、県生涯大学校各学園、県ホームページなど※郵送請求も可　問同大学校事務局☎043－266－4705

流山人形供
く

養
よ う

会
え

太巻き寿司教室

統計調査員を募集

ごみ減量化促進
ポスターコンクール

市内小・中学校
健歯優良児
コンクール

消費者問題の
無料相談会

全国学力・学習状況調査
の結果

想
お も

いのこもった人形をお焚
た

き上げ

流山のおいしいお米でつくろう!

大切な調査にあなたの力を

入賞作品を展示中
図画・ポスターの部
入賞作品を展示

（東葛多重債務問題対策フォーラム主催）

市内小･中学校は正答率で全国・県平均を全て上回る

　借金問題、出会い系サイト、金融商品など、消費者問題でお悩
みの方を対象に、弁護士による無料相談会を開催します。
▷時間＝10時～16時※相談時間は60分
定各12人（先着順）
申11月1日から各問い合わせ先※柏市は11月5日から

1022902

　台風19号の影響で中止となった「流山人形供養会」（流山市観光協
会主催）を開催します。ご希望の方は、人形のケースや備品などを外
した上で直接会場に持参してください。なお、受け付け時に献香料
（2,000円から）をいただいています。
日 12月7日㈯10時～11時（人形受け付け…9時～10時30分）※雨天
決行。ぬいぐるみ、博多人形も可
所成

じょう

顕
けん

寺
じ

（駒木）　申不要※事前の預かり不可
問流山本町・利根運河ツーリズム推進課☎7168－1047

　房総で古くから郷土料理として親しまれてきた、太巻き寿司づく
りに挑戦しませんか。
日 12月10日㈫10時～13時　所初石公民館
講流山市農家生活研究会の皆さん
対市内在住で18歳以上の方
定16人（多数抽選）　費500円
持エプロン、三角巾、巻きす2つ、ふきん2枚、筆記用具
申往復ハガキ（1枚につき1人）に郵便番号、住所、氏名、電話番号、返
信用に宛名を明記の上、11月15日（必着）までに〠270－0192流山
市役所農業振興課へ郵送
問農業振興課☎7150－6086　 1002221

　国や県が実施する統計調査に従事する統計調査員に登録していた
だける方を募集しています。詳細は、市ホームページをご覧になる
かお問い合わせください。
対原則20歳以上の方　▷報酬＝調査活動に応じて、国の基準に従い
支払い
問企画政策課☎7150－6064　 1008430

　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
ターコンクールの審査の結果、入賞者が次のとおり決定しました
（敬称略）。

日 展示中～11月28日㈭
所クリーンセンター
問クリーンセンター☎7157－7411　 1002479

　市内小･中学校健歯優良児コンクー
ルの図画・ポスターの部で入賞した作
品を展示します。

【入賞者（敬称略）】　

日 11月8日㈮～14日㈭
所スターツおおたかの森ホール
問学校教育課☎7150－6104

　文部科学省が全国の小学6年生・中学3年生を
対象に「全国学力・学習状況調査」を実施しまし
た。
　今回は、国語と算数・数学のほか、中学校で英語
に関する調査も行われました。英語の記述式問
題では、県の平均を20ポイント以上も上回る正
答率でした。
　市では、「学びに向かう力と自立する子どもを
育む」ため、学習のねらいを明確にし、「できた!…
わかった!」と実感できる授業づくりや、「なるほ
ど」と学びを深める学習形態の工夫に重点的に取
り組んでいます。また、児童・生徒一人ひとりへ
のきめ細やかな学習指導を行うため、市独自で
「学習サポート教員・指導員」「算数・数学学習指導
員」「小学校英語活動指導員」「小中学校ALT」を配
置しています。

　英語に関する質問調査では、「聞いたり読んだ
りしたことについて、生徒同士で英語で問答した
り意見を述べあったりする活動が行われていた
と思いますか」などの質問で、肯定的な回答をす
る割合が、全国・千葉県平均に比べて高くなって
いました。
　ここ5年間の調査でも、国語、算数・数学の平均
正答率は常に全国・千葉県平均を上回っていま
す。「普段、1日に2時間以上勉強している」（小学
校35%、中学校43%）「普段、30分以上読書して
いる」（小学校43%、中学校30%）「読書が好き」
（小学校76％、中学校78％）などの回答が全国・
千葉県平均より高く、この習慣が「学びに向かう
力」につながっていると考えます。
問指導課☎7150－6105　 1001433

　美
お い

味しい・簡単・栄養たっぷりのごはんを作って食べるシ
ニア食堂です。食後は笑いヨガや交流会を楽しみます。
日 ①11月14日㈭②11月21日㈭③令和2年1月9日㈭いずれも9
時30分～11時30分　所①③京和ガスおおたかの森ショー
ルーム（おおたかの森東1）②南流山センター
対60歳以上の方※一人暮らしでない方も可
定各20人（先着順）　費500円
持エプロン、手拭き※①③は室内靴も　申電話
問まつざわ☎080－6707－6868（14時～20時）

市民活動
公益事業
便　り

シニア食堂
お一人さまシニアのための

いっしょに朝ごはん会
（NPO法人東葛地区婚活支援ネットワーク主催）

開催日 会場 問い合わせ先

11月11日㈪ 鎌ケ谷市役所 鎌ケ谷市消費生活センター
☎047−445−1240

11月12日㈫ 野田市役所 野田市消費生活センター
☎7123−1084

11月13日㈬ 松戸市役所 松戸市消費生活センター
☎047−366−7329

11月14日㈭ 流山市消費
生活センター

流山市消費生活センター
☎7158−0999

11月15日㈮ 我孫子市消費
生活センター

我孫子市消費生活センター
☎7185−1469

11月16日㈯ 柏市消費
生活センター

柏市消費生活センター
☎7163−5853

生活習慣などへの質問から見る流山市の結果
と全国平均との比較

※数値は小数点第一位を四捨五入しています。

▷最優秀賞＝古澤一真(東小)
▷優秀賞＝安元紅花(江戸川台小)・石川凌羽
(東小)
▷佳作＝松﨑絢音(東深井小)・湯村千尋(江戸
川台小)・清水結月(流山小)・小園晴楽(流山
北小)・福田愛瑠(八木北小)・小枝美穂子(八
木北小)・北村郁磨(八木南小)・水上純菜(鰭
ケ崎小)・大浦光(おおたかの森小)・阿千瑛(小
山小)

小学6年生・
中学3年生対象

市長賞
笹本祐愛（西初石小3年） 
根本七海（東深井小6年） 
恩田湊（南流山中3年）

教育長賞
松尾唯俐（新川小3年） 
長澤瑞季（おおたかの森小6年） 
川手心奈（常盤松中3年）

歯科医師
会長賞

平山優芽（流山小3年） 
植村心咲（江戸川台小4年） 
齊藤咲桜（常盤松中3年）

▼小学校平均正答率（％） ▼中学校平均正解答率（％）
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流山市 千葉県（公立） 全国（公立） 流山市 千葉県（公立） 全国（公立）

助成金獲得講座
を開催

リサイクル講座

資金源の確保に向けて
　助成金とは何かという基本から助成金
獲得に向けての方法を学びます。
日 11月15日㈮13時30分～15時30分
所生涯学習センター（流山エルズ）
対市内で活動する市民活動団体
定20団体（先着順）
申電話
問市民活動推進センター
☎7150－4355

①毛糸で作るルームソックスづくり
日 12月2日㈪10時～16時
持不用毛糸、昼食など　 1016520

②指編みマフラー＆帽子づくり
日 12月16日㈪13時～16時
持不用毛糸　 1016328

【共通事項】
所クリーンセンター　定20人（多数抽選）　費無料　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11月18日②は
12月2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
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女性弁護士による養育費などの移動相談
（（一財）千葉県母子寡婦福祉連合会主催）

日 11月23日㈷13時～16時※1人40分　所松戸市民会館　費無料※一時保育あり　申電話　問同連合会
事務局☎043－222－5818　 1019116

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。
①森の図書館
日11月9日㈯13時～15時30分
所森の図書館
問森の図書館☎7152－3200

1022921

②クリーンセンター
日11月10日㈰13時～15時30分、16日㈯
9時～11時30分　所クリーンセンター
問クリーンセンター☎7157－7411

1016384

【共通事項】
費無料（材料代がかかる場合あり）　申不要

博物館子ども教室　
昔の道具にふれてみよう
　衣･食･住に分けて、昔の生活を支えた道
具を紹介します。
日11月16日㈯10時30分～15時30分　
所博物館　対小学生以上　費無料　申不要
問博物館☎7159－3434　 1022744

南流山センターのイベント
①親子で一緒にリズム体操
日11月20日㈬10時～11時　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
持動きやすい服装、タオル、飲み物
②赤ちゃんと一緒におしゃべり美ヨガ
日11月26日㈫10時～11時30分　講美ヨ
ガインストラクター･出口真由子さん　対生
後2カ月～ハイハイ期までの赤ちゃんとママ

持バスタオル、飲み物　
【共通事項】
所南流山センター　定15組（先着順）
費1組500円　申電話または直接窓口へ
問南流山センター☎7159－4511

初石公民館のイベント
①ママと一緒に3B体操
日12月5日㈭10時30分～11時30分
講（公社）日本3B体操協会公認指導員･加藤小
百合さん　対2～3歳児とその保護者
定20組（先着順）
持動きやすい服装、飲み物
②親子サロンスペシャル・クリスマス会
　クリスマスツリーがある会場で、人形劇やバ
ルーンアート、プラレールなどを楽しみましょう。
綿あめなどのプレゼントもあります。
日12月15日㈰13時～15時　対幼児～小学
3年生とその保護者　定50組（先着順）

【共通事項】
所初石公民館　費1組500円
申電話または直接窓口へ
問初石公民館☎7154－9101

本気星空クラブ　冬の星座（全3回）
　ハイアマチュアの天体望遠鏡を使って月や
惑星を見たり、宇宙の知識を深めます。今回
は、すばるやオリオン大星雲など冬の星空を
楽しみます。
日12月7日、令和2年1月18日、2月1日の
土曜18時～19時30分　所おおたかの森セ
ンター　対小学生以上※小学生は保護者同
伴、未成年は要送迎　定30人（先着順）
費3,000円（小学生1,500円）　申電話
問おおたかの森センター☎7159－7031

申問各児童館・児童センター　 1001236

会場 日程 催し物
駒木台児童館
☎7154−4821

11日㈪ ダイビン大会
25日㈪～30日㈯ クリスマス工作

江戸川台児童センター
☎7154−3015

11日㈪ ママのリフレッシュ体操※要申し込み
21日㈭ ドッジボール大会

赤城児童センター
☎7158−4545

21日㈭ ドッジボール大会
30日㈯ マンカラ大会

十太夫児童センター
☎7154−5254

25日㈪ ベビーヨガ・親子ヨガ※要申し込み
26日㈫～29日㈮ クリスマス飾り作り

野々下児童センター
☎7145−9500

9日㈯ 卓球教室
13日㈬ 食のおはなし（乳幼児向け）
25日㈪ おもちゃ病院

思井児童センター
☎7159−5666

9日㈯ 福祉会館・児童センター合同まつり
30日㈯ マンカラ大会

向小金児童センター
☎7173−9320

9日㈯ ドッジビー大会
16日㈯ 卓球教室
22日㈮ ミニコンサート（乳幼児向け）

●なかよしひろば… 日20日㈬　内リトミック　ほか
… 所北部公民館（☎7153－0567）
●親子サロン… 日／内5日㈫／自由遊び。おもちゃ病院もあり
… 19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 21日㈭　内親子体操。おもちゃ病院もあり。14時まで和

室を開放　所東部公民館（☎7144－2988）
●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 12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 20日㈬　内親子ふれあい遊び　ほか
… 所おおたかの森センター（☎7159－7031）

時間はいずれも10時～11時30分　費無料　申不要　問各公民館
各公民館の子育てサロンお友だちをつくりましょう

乳幼児をもつ方の交流の場 （11月）

児童館・児童センター　11月の催し物

●ひだまりサロン… …自由に遊んだりおしゃべりしたり。26日はおもちゃ病院もあり
… 日5日・12日・19日・26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。ミニイベントは親子ヨガ。

おもちゃ病院もあり
… 日21日㈭　所南流山福祉会館

時間はいずれも10時～11時30分
費無料　申不要　問文化会館☎7158－3462　 1001275

　8月中に現況届を提出された方に、令和元年度児
童扶養手当証書などを送付しました。9月以降に
現況届を提出された方には、審査が終了した後、順
次送付します。
　現況届を提出していない方は、事前に送付した「令
和元年度児童扶養手当現況届について」に記載され
た書類や印鑑（インキ浸透印は不可）などを準備の上、
市役所子ども家庭課窓口で手続きをしてください（郵
送および各出張所での提出は不可）。現況届の提出
がない場合、11月以降の手当が受けられません。
問子ども家庭課☎7150－6082　 1001246

　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

【小学校入学前準備金を支給】
　来年度お子さんが小学１年生になるご家庭を対象に、小学
校入学前準備金を支給します。詳細はお問い合わせください。
▷受付期限＝12月20日まで
問学校教育課☎7150－6104　 1001374

　令和2年度の市内認可保育施設への入所申請を市役所
保育課や市内の保育施設などで受け付けます。なお、今年
度中に申し込みをして、入所、転園が決定していない方も新
たに申し込みが必要です。
　申し込みの際は、必ず「2020年度市内認可保育施設入所
案内」をご確認の上、不足書類が発生しないようご注意くださ
い。また、保育施設で申し込む場合は、事前予約が必要です。
申保育課（〠270－0192流山市役所保育課）へ郵送または
持参※いずれも平日。郵送の場合は、締切日必着
一次 :11月1日～29日
二次 :12月2日～令和2年1月31日※一次審査の期間中に
出生または転入が決定された方などが対象
問保育課☎7150－6124　 1022681

①アロマストーンをつくろう
　火や電気を使わずに直接お好みのエッセ
ンシャルオイルをしみこませて香りを楽しむ
アロマストーンを、手軽に手に入る材料でつ
くりましょう。型抜き用の型や飾りつけ用の
ビーズなど使いたいものをお持ちください。
日 12月7日㈯13時～14時30分　対中学生以上　定25人（先着順）
費300円　 1022927

②クリスマスおはなし会スペシャル
　大型絵本、大型紙芝居の読み聞かせや手遊びなどを行います。
日 12月14日㈯10時～11時　対幼児～小学生とその保護者
定30組（先着順）　費無料　 1022926

【共通事項】
所東部公民館
申11月2日10時から木の図書館へ電話または直接窓口へ
問木の図書館☎7145－8000

　第1部では青少年の市内店舗利用状況調
査の報告を行います。第2部では、「地域で
子どもを育てるために何ができるか」をテー
マに講演会とパネルディスカッションを行
います。
日 11月30日㈯9時30分～12時30分
所文化会館　定800人（先着順）
費無料　申不要
問青少年指導センター☎7159－5400
文化会館☎7158－3462　 1001618

児童扶養手当・
児童育成手当の認定を

受けている方へ

学用品費や学校給食費
などを援助

保育施設などの来年度
入所申請の受け付けを開始

木の図書館のイベント青少年ふれあい運動
「全体のつどい」

現況届の提出をお忘れなく

小学校入学前準備金の
支給受け付けを開始

申し込みは11月29日まで

地域の大人として子ども達
たち

の健全な育成のために
何ができるか　助産師・豊川瞳さんを講師に迎え、親子一緒に快適

なおんぶの仕方を学びます。
日 11月21日㈭13時20分～15時20分、12月1日㈰10
時～12時　所南流山センター
対8カ月～1歳半までのお子さんとその保護者
定10組(多数抽選)　費1組900円
持長めのさらしまたはおんぶ紐

ひも

、動きやすい服装、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･第何子か、講
師に聞いてみたいことを明記の上、11月20日までに
メール
問事務局 biyoga8@gmail.com

いざという時にも役立つ
おんぶ講座（全2回）
（赤ちゃんと一緒に流山 de

美ヨガ＆ダンス♪主催）

市民活動
公益事業
便　り
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流山市医師会の
市民公開講座

日 11月17日㈰14時～15時40分　所スターツおおたかの森ホール　講名古屋大学減災連携研究センター長･福和伸夫さん
定 500人（先着順）　費無料　申不要※手話通訳、要約筆記あり　問流山市医師会☎7155－2324／保健センター☎7154－0331

開催教室 日程 開催場所 備考
ハローベイビー 5日㈫ 保健センター

（13時15分～13時30分受け付け） 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。12
月分の予約も可（12月2日㈪･13日㈮･26日㈭）

15日㈮ 保健センター
（9時45分～10時受け付け）

30日㈯ 保健センター
（13時～13時15分受け付け）

育児相談
18日㈪ 南流山センター

（9時45分～10時15分受け付け） 母子健康手帳を持参。今月の保健センターは1
歳未満の乳児対象（その兄弟も相談可）20日㈬ 保健センター

（9時45分～10時15分受け付け）
もぐもぐ教室
（予約制）

19日㈫ 保健センター 4～5カ月児の離乳食指導。母子健康手帳、器、
スプーン持参28日㈭ 南流山センター

カムカムキッズ
（予約制）

27日㈬ 保健センター 平成30年11月～12月生まれの乳幼児対象。
子どもの歯と食生活の指導と試食。母子健康
手帳、おしぼり、歯ブラシ持参29日㈮ 東部公民館

むし歯予防教室
（予約制）

1回目5日㈫・2回目21
日㈭・3回目27日㈬ 保健センター 2歳2カ月児対象（全3回）。1歳6カ月児健康診査

時に申し込み。申込者に個人通知

健康診査

①3カ月児…個人通知 市内医療機関 令和元年8月生まれの乳児対象
②1歳6カ月児…11日
㈪～13日㈬ 保健センター

（13時～14時受け付け）
平成30年4月生まれの幼児対象

③3歳児…6日㈬・7日㈭
・8日㈮ 平成28年7月生まれの幼児対象

食事相談（予約制）
平日 保健センター

生活習慣病などの食事指導
成人健康相談
（予約制） 生活習慣病などの健康に関する相談

※予約制。相談内容など、詳細はお問い合わせください。

健康保健あんない 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
せください。　問保健センター☎7154－0331　 100064611月

【平日夜間・休日】　

【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。
問保健センター☎7154－0331FAX7155－5949　 1000757

夜間·休日　救急医療
診療科目 受付時間 場所

平日夜間 内科・小児科 19時～20時30分 保健センター内
平日夜間・休日診療所

（西初石4−1433−1）
☎7155−3456

休日 内科・小児科 9時～11時30分
13時～16時30分

歯科 9時～11時30分
※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。

 松戸健康福祉センター（松戸保健所）各種無料相談
事業名 実施日（11月） 時　間 問・予約

不妊相談 電話（予約不要） 12日㈫ 9時～11時30分

☎047ー361ー2138
来所 13時30分～15時

思春期相談 11日㈪ 14時～17時
精神保健福祉相談 7日㈭･18日㈪ 14時～16時

酒害相談 21日㈭ 14時～16時30分

エイズ
検査 即日検査 5日㈫･19日㈫ 13時30分～14時

☎047ー361ー2139
※予約は1週間前の
9時から、定員あり

DV相談 電話（予約不要） 平日

9時～17時
☎047ー361ー6651来所 原則金曜

障害者
差別相談

電話（予約不要） 月・火・木・金曜   ☎047ー361ー2346
FAX 047ー367ー7554来所

30歳代・50歳以上対象

「健康を支える栄養学」に基づく講習会 11月8日は「いい歯の日」

乳がん集団検診を実施
流山市歯科医師会の
市民公開講座

ジョブサポート
流山の講座

対流山市の国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している方　費無
料　申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　 1000584

　20歳、30歳および40歳以上の方と
妊婦の方を対象に、歯周病検診を実施
しています。今年度中に1回受けるこ
とができますので、まだ受診されてい
ない方はぜひ、ご利用ください。
内口

こうくう

腔内診査（歯周病、むし歯などの検査）　費500円
申実施契約医療機関（保健だより、市ホームページ参照）に電話
問保健センター☎7154－0331　 1000676

　11月21日から30歳代の集団検診（超音波検査）、11月22日から50歳以上
の集団検診（マンモグラフィ検査）が始まります。また、40歳代の個別検診も
12月下旬まで実施しています。
　すでに登録（申し込み）した方には10月下旬に受診票を発送しました。受診
を希望する方でまだ登録していない方は、お早めにお申し込みください。

【乳がん検診実施方法のご案内】※年齢は令和2年4月1日時点
申電子申請または任意の用
紙に「乳がん検診」、住所、氏
名（フリガナ）、生年月日、性
別（女性）、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
では受け付けません。
問保健センター☎7154－0331　 1000674

　食べる機能と老化に関する講座です。手話通訳
もあります。
日 12月1日㈰14時～16時　所上下水道局
講東京医科歯科大学大学院高齢者歯科学分野准教
授・戸原玄

はるか

さん
対市内在住・在勤・在学の方　費無料
申往復ハガキに「市民公開講座希望」、郵便番号、住
所、氏名、電話番号、返信用に宛名を明記の上、11
月26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。流山市歯科医師会または保健センター
へファクス※ファクスの場合、案内は届きません。
問流山市歯科医師会☎・FAX 7155－3355
保健センター☎7154－0331FAX 7155－5949

①就職個別相談セミナー　正社員と
しての就職を早期に目指している方へ
日 12月4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）
②シニアのキャリアデザインセミナー
　セミナー終了後、希望する方は個
別相談もできます。
日 12月13日㈮10時～12時　対概

おおむ

ね55歳以上の方　定30人（先着順）
【共通事項】
所ジョブサポート流山（江戸川台駅
前庁舎3階）　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

病気の予防や健康回復に 歯周病検診を実施中

よりよく“食べて”
よりよく“生きる”Part2

社会福祉協議会のイベント
①裁判所に聞く成年後見制度の講演会
日11月18日㈪13時30分～14時30分
所ケアセンター　費無料　申不要
②成年後見制度の無料個別相談会
日11月25日㈪、令和2年1月24日㈮、3
月24日㈫13時～15時※1人40分
所ケアセンター　対今後成年後見制度の
利用を考えている方やその家族　定各3人
（先着順）　申社会福祉協議会に電話
問社会福祉協議会☎7159－4735

健康づくり推進員協議会のイベント
①歩く脳トレ運動！ スクエアステップ
日11月19日㈫13時30分～15時　所キッコー
マン…アリーナ　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
②減塩で健康に! 秋の栄養講座
日11月27日㈬10時～13時30分

所初石公民館　定20人（先着順）
費400円（材料代）　持エプロン、三角巾ま
たはバンダナ、筆記用具

【共通事項】
対市内在住･在勤･在学の方
申保健センターに電話
問保健センター☎7154－0331

来て・見て・触れて　やっぱり福祉! 
まるごとフェスタ
日11月20日㈬12時30分～16時
所松戸商工会議所　費無料　申不要
問ハローワーク松戸☎047－367－8609
介護支援課☎7150－6531

福祉のしごと就職フェア in ちば
（千葉県社会福祉協議会主催）
日11月27日㈬13時～16時
所ザ・クレストホテル柏　費無料　申不要
問千葉県福祉人材センター
☎043－222－1294

認知症サポーター養成講座
　認知症サポーターは、認知症を正しく理
解し、認知症の方やその家族を支える応援
者です。講座では認知症の基礎知識や認
知症の方への接し方などを学びます。
日11月30日㈯14時～15時30分
所江戸川台福祉会館
対市内在住･在勤の方　定30人（先着順）
費無料　申北部高齢者なんでも相談室
（地域包括支援センター）へ電話、ファクス
または直接窓口へ
問同相談室☎7155－5366
FAX 7154－3207　 1000831

放射線に係る健康相談
　放射線の影響による健康不安を解消す
るため、放射線専門の医師による個別の健
康相談を、育児相談と同時に実施します。
日12月6日㈮ミニ講座：10時～10時20
分、個別相談：10時20分～12時（1組15
分、先着4組)

所保健センター
対中学生以下のお子さんをお持ちの保護
者、妊婦の方※いずれも市内在住の方　
申個別相談を希望する方は、電話、ファク
ス、メールまたは直接窓口へ
問保健センター☎…7154－0331FAX7155
－5949 hokensu i s h i n@c i t y .
nagareyama.chiba.jp　 1000732

成年後見・遺言・相続の無料個別相談会
　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。相談の秘密
は守られます。
日12月17日㈫13時～16時※1組40分
以内　所南流山センター
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
問高齢者支援課☎7150－6080

1018881

健康・福祉

実施日※いずれも10時～12時 テーマ 場所
11月21日㈭ 栄養素の整った献立のたて方①

文化会館12月12日㈭ 栄養素の整った献立のたて方②
令和2年1月16日㈭ 検査データの見方、活

い

かし方
2月20日㈭ 健康管理は食生活の点検から 初石公民館
3月19日㈭ 老後も元気に過ごすには 文化会館

対象 30～39歳の女性※いずれか選択 50歳以上の女性
方法 集団 個別 集団

内容 超音波検査 視触診 マンモグラフィ
検査（1方向）

実施期間
11月21日～令
和2年1月31日
の間で24日間

通年
（医療機関の
休診日を除く）

11月22日～令
和2年1月31日
の間で18日間

実施場所 保健センター・
公民館など 契約医療機関 保健センター・

公民館など
費用 400円 300円 400円

対象 持ち物
20歳・30歳・

40歳以上の方
保険証など住所と年齢が確認できるもの、20
歳･30歳･40歳･50歳･60歳の方のみ受診券

妊婦の方 母子健康手帳と受診券
※治療中の方を除く。千葉県後期高齢者歯科口腔診査を受診され
た方は不可



6第1550号  令和元年11月1日㈮

千葉県福祉機器展2019
（千葉県福祉ふれあいプラザ主催）

日 11月15日㈮12時～17時、11月16日㈯10時～16時　所けやきプラザ（我孫子市）　費無料　申千葉県福祉ふれ
あいプラザに電話　問千葉県福祉ふれあいプラザ☎7165－2886

【共通事項】
所北部公民館　費①②④無料③100円
申①②④不要③電話または直接窓口へ
問北部公民館☎7153－0567

★簡単に楽しめるパステルアート
クリスマスカードを作ろう!

日11月23日㈷13時～15時　所十太夫
福祉会館　講パステルアートインストラク
ター･富永敦子さん　対市内在住･在勤の
方　定20人（先着順）　費 500円
持飲み物　申電話または直接窓口へ
問十太夫福祉会館☎7154－5254

★向小金福祉会館の講座

①傾聴実践トレーニング
日12月5日㈭13時30分～16時
講グリーフケアカウンセラー･金山美智子
さん　定5人（先着順）
費 500円（資料代）　持筆記用具
②しめ縄飾りで迎えるお正月
日12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6人(先着順)　費 3,000円(材料代含
む)　持はさみ、ピンセット、持ち帰り用袋、
グルーガン(お持ちの方のみ)
③3B体操　無料体験講座
日12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②11月2日9時から電話…
①③11月12日から電話
問向小金福祉会館☎7173－9320

展示
★市内小･中学校作品展

　図画･習字･読書感想文の優秀作品約
1,600点を展示します。
日11月16日㈯･17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

会議 どなたでもお聴きになれます

★行財政改革審議会

日11月13日㈬14時から　所ケアセン
ター　内流山市経営改革プランについて
問情報政策･改革改善課☎7150－6078

1022888

～17時※祝日を除く　対市内在住･在勤･
在学の方※1年以内に当選された世帯を
除く　申クリーンセンターに展示する自転
車から希望する自転車(1世帯1台)を選
び、申請者本人が申込用紙に必要事項を
明記の上、直接窓口へ※多数抽選
▷引き渡し＝現金と引き換え。運搬などは
各自
問クリーンセンター☎7157－7411

1002487

★青少年健全育成推進大会
（流山市青少年育成会議主催）

　青少年の健全育成に尽力いただいてい
る功労者などと、啓発の標語・ポスター入
選者の表彰式を行います。標語・ポスター
の入選作品は12月11日～17日に市役
所1階ロビーに展示します。
日11月23日㈷9時30分～11時
所生涯学習センター（流山エルズ）
定300人（先着順）　費無料　申不要
問生涯学習課☎7150－6106

★千寿の会

　今回は、東葛お囃
は や し

子愛好会によるお囃
子の披露があります。
日12月2日㈪13時30分～15時

生涯学習センター（流山エルズ）の講座
講座名 期　日 時　間 費　用

椅子を使って筋貯金! 
ころばん塾 11月17日・24日、12月1日・22日の日曜 10時50分～

11時50分
各510円
持室内靴

仕事に役立つ
パソコン講座

①ワード基礎:11月5日㈫～7日㈭
②エクセル基礎:11月11日㈪～13日㈬
③ワード応用:11月18日㈪・19日㈫
④エクセル応用:11月25日㈪・26日㈫

10時～12時 ①②各3,060円
③④各2,040円

申 問生涯学習センター（流山エルズ）☎7150－7474

求人
★博物館の臨時職員　発掘作業員

▷勤務時間＝9時15分～15時45分
▷勤務場所＝市内の発掘現場
▷日給＝5,340円（交通費含む）
▷応募資格＝満18歳以上65歳未満の健
康な方（高校生を除く、未経験の方も可）
申博物館に履歴書を持参
問博物館☎7159－3434

1016188

★小･中学校の臨時職員

　勤務日時･場所など詳細は、市ホーム
ページをご覧になるかお問い合わせくだ
さい。
①産休･育休代替講師
▷応募資格＝教員免許状を取得済みまた
は勤務開始日までに取得見込みの方
②学校事務主事
内学校事務、庶務、経理など
問学校教育課☎7150－6104

1022983

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11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11月7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(運河駅自由通路内)
費無料
問利根運河交流館☎7153－8555（月･
火曜休館）

★ほっとプラザ下花輪(下花輪福祉
会館)を臨時休業

　施設の修理・点検などのため、臨時休業
します。ご不便をお掛けしますが、ご理解・
ご協力をお願いします。
▷期間＝11月11日㈪～15日㈮
問下花輪福祉会館☎7150－4126

1004237

★再生自転車の販売

▷応募期間＝11月15日㈮～29日㈮9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 11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
FAX7153－3437

★くるみ割り人形　
おとあそびコンサート

日12月21日㈯10時20分～11時20分
所生涯学習センター（流山エルズ）
定250人（先着順）
費大人前売：1,000円･当日：1,500円、中
学生以下前売：500円･当日：800円
申11月2日10時から直接窓口へ
問生涯学習センター（流山エルズ）
☎7150－7474

2020年版ちば県民手帳を販売

日11月１日㈮から※なくなり次第終了
所市役所職員組合売店
▷色／冊数＝紺色／40冊、黄色／20冊、
赤色／10冊
▷価格＝500円（税込み）
問在庫について…同売店☎7159－4733
企画政策課☎7150－6064

市民対象の公民館パソコン教室（12月）

　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）
　9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
　☎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）
　18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
　5日・22日（18時30分～20時30分）

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）
　4日を除く
❸税務相談（予約制）
　27日（13時～16時30分）
❹登記相談（予約制）
　13日（13時～15時40分）
❺交通事故相談（予約制）
　18日（10時～15時）
❻不動産相談（予約制）
　20日（13時～16時30分）
❼暮らしの手続き相談（予約制）
　15日（13時～16時）

●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）
　1日・8日・22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

月〜金曜（8時30分〜17時）
☎7158－1616

市民相談室の相談

相談あんない
相談日が祝日などの場合は、休みとなります。事前に問い合わせを。 1002359

11月

その他の相談

　江戸川台福祉会館
　10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）
　8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

市役所１階市民ギャラリーで次の展示を行います。

市民ギャラリー　今月の展示

流山市展受賞作品展その3
流山市展受賞作品を展示します。
問㈱アーテック☎7154－1441

1001703

11月1日㈮～29日㈮

四季の花々展
「秋麗」をテーマに展示します。

問生涯学習課☎7150－6106
1001705

11月11日㈪～15日㈮

●初石公民館のパソコン講座　問初石公民館☎7154－9101
講座名 期　日 時　間 内　容

マンツーマン
パソコン教室

12月5日㈭
6日㈮

13時30分～
16時30分

入門、ワード、エクセル、メール・インターネット、
デジカメ編集、その他よろず受け付け

定10人　費2,500円　持ノートパソコン　申電話
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○○が△△に!？～くらしの知恵は防災の知恵～
（千葉県男女共同参画センター主催）

申し込み方法など詳細は、お問い合わせください。 日 11月30日㈯13時30分～15時30分　所野田
市役所　定 40人（先着順）　費無料　問千葉県男女共同参画センター☎043－420－8411

講座
★スマートフォン基本講座

日 11月7日㈭･19日㈫13時30分～15
時30分　所思井福祉会館　対市内在住・
在勤・在学の方　定各10人（先着順）
費無料　持スマートフォン（お持ちの方の
み）　申11月2日9時から電話
問思井福祉会館☎7159－5666

★平和台福祉会館の講座・イベント

①歌のひろば＠平和台
日 11月8日㈮13時30分～15時　講音
楽講師・比嘉りとさん　対市内在住・在勤・
在学の方　定50人（先着順）　費無料
②折り紙教室
　来年の干

え と

支「子
ね

」と祝い鶴をつくります。
日 11月26日㈫13時～15時　定16人
（先着順）　費 100円　持ピンセット

1014427

【共通事項】
所平和台福祉会館
申電話または直接窓口へ
問平和台福祉会館☎7158－4264

★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 11月13日㈬13時～14時30分
費 100円　持動きやすい服装、タオル、
飲み物、運動靴
②クリスマス飾り
日 11月15日㈮～12月25日㈬
③やさしいピンコロ健康法
日 11月18日㈪9時30分～11時30分

定24人（先着順）　費 300円　持動きや
すい服装、タオル、飲み物、5本指ソックス
④なつかしき歌声サロン
日 11月22日㈮13時～14時30分
費 300円
⑤レッツ・レクGSD
日 11月27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クリスマスリース作り
日 12月6日㈮10時～12時　講フラワー
アレンジメント講師･野﨑珠美さん
定20人（先着順）　費 1,500円（材料代含
む）　持軍手、持ち帰り用袋

【共通事項】
所東部公民館　申①②④⑤不要③⑥電
話または直接窓口へ
問東部公民館☎7144－2988

★野々下福祉会館の講座

①和洋の布で小物つくり
　小さな花のクリスマスリースをつくります。
日 11月15日㈮9時30分～11時30分
講椿

つばき

の会代表･川口洋世さん
費 1,500円(材料代含む)
持洋裁道具一式、木工用接着剤
②エンジョイ書道
　オリジナル年賀状をつくりましょう。墨、
硯
すずり

、筆、絵の具などお持ちでない方には貸
し出します。
日 11月19日㈫10時～12時
費 1,000円（材料代含む）
③個人指導によるパソコン教室（全2回）
日 11月26日㈫･27日㈬13時30分～

16時30分　費 2,500円
【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11月2日から電話
問野々下福祉会館☎7145－9500

★南流山福祉会館の講座･イベント

①スマホ・パソコン無料相談会
日 11月15日㈮13時30分～15時30分
持スマートフォン、パソコン（電源付き）、筆
記用具

1016156

②ペン彩画スケッチ体験会
　鉛筆と耐水性のペンを使ってスケッチを
し、水彩絵の具で色付けするペン彩画の
基礎を学びます。
日 11月17日㈰9時～12時　講東葛ス
ケッチの会主宰･鈴木利尾さん

1016222

③秋の南流山福祉会館まつり
　日ごろ福祉会館を利用している方の発
表やカラオケ、舞踊、親子で遊ぼうのコー
ナーがあります。
日 11月23日㈷10時～17時

1022648

【共通事項】
所南流山福祉会館
対①②市内在住・在勤・在学の方　定①②
15人（先着順）　費①③無料②大人800
円、小学生500円（画材代含む）
申①②電話または直接窓口へ③カラオケ
出演希望者のみ11月2日から直接窓口へ
問南流山福祉会館☎7150－4320

★森の図書館の講座･展示

①ギャラリーガラスケース展示　流山市
で見られる「野草」
日 11月16日㈯～12月15日㈰9時～17

時（月曜休館。11月16日は13時から、
12月15日は16時まで）　費無料　申不
要　 1022920

②初心者のためのパソコン教室（全2回）
日 12月12日㈭･13日㈮13時30分～
16時30分　内❶パソコン入門❷ワード･
エクセル❸メール❹インターネット❺デジ
カメ編集❻その他よろず受け付け　定10
人（先着順）　費 2,500円　持ノートパソ
コン（お持ちの方のみ）、筆記用具　申11
月2日10時から電話または直接窓口へ

【共通事項】
所森の図書館
問森の図書館☎7152－3200

★癒やしの苔
こけだま

玉と草花盆栽
日11月19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 11月20日㈬13時～14時30分
定180人（先着順）
②映画のひろば
　暴行容疑の黒人男性を弁護するフィン
チと偏見根強い人々の物語を描いた「アラ
バマ物語」を上映します。
日 11月20日㈬15時～17時10分
③こども理科実験室　遠心力のふしぎ
日 11月24日㈰13時～15時　対小学生
定10人（先着順）　
④みんなでリフレッシュ
日 11月27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

★は市または指定管理者などの主催のもの
ノートなが やれ ま

問秘書広報課☎7150−6063　 1007526

■グラウンド・ゴルフを始めてみませんか？
老人力アップと健康増進に…(流山市グラ
ウンド・ゴルフ協会北部支部主催)=11月1
日～29日の金曜9時～11時、東深井地区
公園。無料※要申し込み問佐藤☎7152
－3869
■諏訪時夫、文枝水彩画展=11月1日㈮
～15日㈮9時～21時(1日は12時から15
日は15時まで)、南流山センター。無料問

諏訪☎7159－6781
■西初石1・2丁目自治会 秋まつり=11月3
日㈷10時30分～14時30分、こんぴら緑地
（西初石2）。無料問事務局☎7199－3920
■「筆ぐるめ」年賀状作成講座(全3回)(流
山ノートパソコンクラブ主催)=11月4日・
11日・18日の月曜、北部公民館、11月13
日・20日・27日の水曜、南流山センター。
いずれも9時30分～11時30分、2,500
円※要申し込み問福嶋☎7155－2607
■「世津子パンフラワー」4人展=11月9日
㈯～12日㈫11時～18時、アトリエ蔵(お
おたかの森西1)。無料問伊藤 atelier_
angeaile@yahoo.co.jp
■第48回松ケ丘文化展=11月9日㈯・10
日㈰9時30分～16時、松ケ丘自治会館。
無料問事務局☎7146－1525
■野球体験会(流山マリーンズ主催)=11月
10日・24日、12月8日の日曜9時30分～11
時30分、流山小学校。無料※小学生対象。
雨天中止問阿部☎090－3597－6709

■スクエアダンス無料体験講習会 (流山ア
ゼリアスクエアダンスクラブ主催)=①11
月11日10時～11時 ②11月18日12時
～13時③11月25日10時～11時のいず
れも月曜、①②北部公民館③初石公民館。
無料問根本☎7148－5138
■クリスマスソングをご一緒に(シャロー
ムゴスペル主催)=11月11日・18日・25日
の月曜10時～12時、生涯学習センター
(流山エルズ)。3,500円※要申し込み問

千田☎080－1204－7299
■古希の方の野球教室 (流山市高齢者野
球協会主催)=11月13日㈬12時30分～
15時、総合運動公園野球場。無料問加藤
☎090－1772－8852
■吹矢を始めませんか!((一社)日本スポー
ツウエルネス吹矢協会流山市フジタカ支
部主催)=①11月13日㈬②15日㈮③18
日㈪④19日㈫⑤20日㈬13時～14時(15
日は10時～11時)、①⑤初石公民館、②
③④キッコーマン…アリーナ。無料※要申
し込み問西川☎090－7567－3701
■健康太極拳体験教室(流山健康太極拳友
好会主催)=11月15日㈮10時～12時、思
井福祉会館。無料問矢澤☎7159－1676
■NPO法人C＆Cクラブ設立20周年記念

「想い出ミュージカル」=11月16日㈯13時
30分～16時、スターツおおたかの森ホール。
無料※要申し込み問事務局☎7154－1325
■収 穫 祭 (新川まちづくり協議会主
催)=11月16日㈯14時～16時、新川小学
校。無料問狼☎090－8740－5675
■芭蕉のふるさと深川を歩く(流山市立博
物館友の会主催)=11月17日㈰9時～17
時、JR柏駅東口集合。800円※要申し込
み問辻野☎7154－3675

■学習会「安倍政権と弱体化するメディ
ア」(九条の会・流山主催)=11月17日㈰
13時30分～16時、北部公民館。無料問

石林☎7154－7511
■アンサンブルアイビーLast Concert 
(市教委後援)=11月18日㈪13時～15
時、生涯学習センター(流山エルズ)。無料
問高橋☎090－2215－5670
■水彩画作品展 (水彩画サークル「勇彩会」
主催)=11月19日㈫～24日㈰10時～16
時、杜のアトリエ黎明。無料問和泉☎090
－8019－0714
■成長記録、年賀状にも! 欲張りママのた
めのスクラップブッキング (消しゴムはん
このアトリエ「ニジカラ」主催)=11月21日
㈭10時～11時30分、京和ガスおおたか
の森ショールーム（おおたかの森東1）。
2,500円※要申し込み問いとう atelier.
nijikara@gmail.com
■家事家計講習会 (全国友の会流山支部
主催)=11月21日㈭南流山センター、22
日㈮生涯学習センター(流山エルズ)いず
れも10時～12時。400円※要申し込み
問宮杉☎090－7729－7576
■認知症本人の不安・苦しみ・わかってくだ
さい～バーチャル体験会 (介護・認知症の
家族と歩む会・流山主催)=11月21日㈭
13時～15時、生涯学習センター(流山エル
ズ)。500円※要申し込み問北川☎090
－5509－5398
■祭

ま つ

りの会水彩画展=11月22日㈮～26
日㈫9時～17時(22日は11時から、26日
は16時まで)、生涯学習センター(流山エル
ズ)。無料問中島☎090－3084－2449
■第34回 光 墨 展 (光墨会グループ主
催)=11月22日㈮～27日㈬10時～17時

(27日は15時まで)、生涯学習センター(流
山エルズ)。無料問清水☎090－7201－
7979
■スタンプラリー＆ワークショップ(自然観察
と森の素材の工作)(NPO法人こんぶくろ池
自然の森主催)=11月24日㈰9時30分～
15時30分、こんぶくろ池自然博物公園(柏
市)。無料問藤原☎090－4719－1375
■流山ギタークラブ第13回定期演奏会
=11月24日㈰14時～16時、ほっとプラ
ザ下花輪（下花輪福祉会館）。無料※要申
し込み問阿部☎090－6130－4809
■第23回鈴木耕太郎ギター教室発表会
=11月24日㈰14時～16時、初石公民館。
無料問鈴木☎7159－4860
■第40回学園祭…(千葉県生涯大学校東葛
飾学園学友会主催)=11月30日㈯13時
～16時、12月1日㈰9時50分～15時30
分、同学園江戸川台校舎と北部公民館。
無料問事務局☎7152－1181
■大人のためのクリスマスコンサート～ひと
足お先に素

す

敵
て き

なクリスマスを～(流山市音楽
家協会主催、市教委後援)=11月30日㈯14
時～15時、生涯学習センター(流山エルズ)。
1,000円問石川☎090－7243－3188
■歌の広場=12月6日㈮14時～16時、ア
ミュゼ柏。1,000円問奥野☎7136－1223
■第3回おいしくたべてあそぼう会 (かぜ
をつなぐ会主催)=12月7日㈯10時～12
時、南流山9号公園。1家族200円※要申
し込み問有田 kaze.tsunagu@gmail.
com
■混声合唱団フォンテ 第44回定期演奏
会クリスマスコンサート(市教委後援)=12
月15日㈰14時から、文化会館。800円
問古市☎7147－7438

しみんの伝言板

イベント
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令和元年

毎月1日・11日・21日発行 111No.1550

●固定資産税・都市計画税（第3期）　●国民健康保険料（第6期）
●介護保険料（第6期）　●後期高齢者医療保険料（第5期）
納税・納付は便利な口座振替で　 1000533

今月の
納税・納付

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。

　新選組が陣を敷いた「近藤勇陣屋跡」（＝写真）の裏にある「秋
元家住宅土蔵」の内覧会です。通常外側観覧のみの秋元家住宅
土蔵を、流山市立博物館の学芸員による説明を聞きながら見学
します。
日11月22日㈮9時30分～12時30分　所流山おおたかの森
駅前観光情報センター集合　定25人（先着順）　費100円（保
険代含む）※交通費実費　申メール、電話または直接窓口へ
問流山おおたかの森駅前観光情報センター☎7186－7625
tourist.info.otaka@gmail.com

　流山のねずみ小僧・金子市之丞は、明和６年（1769年）流山本町に生まれ、人気の講談「天保六
花撰」や歌舞伎「天

くもにまごう

衣紛上
うえ

野
のの

初
はつはな

花」の主役の一人として知られています。
　生誕250年を機に、地元自治会やNPO法人流山史跡ガイドの会による「供養祭」の後、講談師・
神田すずさんらによる「講談会」を行います。
日／所①12月15日㈰13時から／閻

えん

魔
ま

堂
どう

（流山2）②14時から／流山福祉会館
内①供養祭②講談会　定②のみ50人（先着順）　費②のみ500円
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

古紙100％再生紙、 植物油インキ使用

　日本を代表するフルート奏者の山形由美が、国際的に活
躍するピアニスト菅野潤、日本フィルハーモニー交響楽団
ハーピストとしても活躍する松井久子と共にお届けする、ソ
ロ、デュオ、トリオによる珠玉の名曲集をお楽しみください。
日令和2年1月25日㈯14時から（13時30分開場）

1020549

　古典から坂本龍一まで自由自在なレパートリーを誇る彼らの、進化し続け
る迫力の演奏をお楽しみください。
日11月19日㈫19時から（18時30分開場）

【共通事項】
所スターツおおたかの森ホール
費5,000円（全席指定）※未就学児の入場不可
申窓口：スターツおおたかの森ホール※支払いは現金のみ、ホームページ：ス
ターツおおたかの森ホール、カンフェティ、電話：カンフェティ（ 0120－240
－540※平日10時～18時）※令和2年1月公演は11月11日10時から
問スターツおおたかの森ホール☎7186－7638

第2回　流山をＡ・ＲＵ・ＫＵ

金子市之丞生誕250年

住宅用火災警報器（住警器）は定期的な作動確認を
　住警器は、全ての住宅に設置が義務化されています。設置場所
は、寝室、階段（2階に寝室がある場合）です。まだ設置していない方
は、早急に設置してください。また、定期的な作動確認を実施するほ
か、10年を目安に交換しましょう。
火の元の取り扱い注意! 放火されにくい環境を!
　昨年、市内で発生した火災の件数は27件です。そのうち建物火
災は17件でした。原因は、放火（疑いを含む）やたばこの不始末、ガ
スコンロの取り扱い不注意などのささいなことです。家の周囲に燃
えやすいものを置かずに放火されにくいよう気をつけましょう。
高齢者単身世帯の訪問防火診断を実施
　高齢者世帯の火災ゼロを目指し、11月から来年2月にかけて、消
防団員が高齢者単身世帯を訪問し、住宅用火災警報器設置の有無
や防火指導を行います。

小・中学校防火ポスター展　市内3会場で展示
　市内の小学5年生と中学2年生を対象に
募集した防火ポスターを市役所とイトーヨー
カドー流山店、流山おおたかの森S・C内で展
示します。入賞者は次のとおりです（敬称略）。
なお、最優秀賞、優秀賞、特別賞は市ホーム
ページ（ 1003039）でも掲載します。
日／所11月8日㈮～15日㈮／市役所１階
ロビー、11月15日㈮～21日㈭／イトーヨー
カドー流山店、11月22日㈮～29日㈮／流
山おおたかの森S・C

【小学校の部】
最優秀賞：田牧華隠（東深井）　優秀賞：小池
楓斗（西初石）、増田来翔（長崎）　特別賞：佐
藤杏樹（流山北）、田口千晏（おおたかの森）

【中学校の部】
最優秀賞：佐藤利紀（北部）　優秀賞：石鍋莉子（東部）、安元楓
香（北部）　特別賞：椎名疏空（南流山）

　「秋の全国火災予防運動」が11月9日～15日に全国展開されます。
　今年のキャッチフレーズは「ひとつずつ　いいね!…で確認　火の用
心」です。期間中は、市内全域で火災予防を呼びかけます。
問予防課☎７１５８－０２７０

　AEDを使った応急手当てを学びます。
日11月24日㈰9時～12時　所北消防署　
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11月1日10時から電話
問北消防署☎7152－0119

秋の全国火災予防運動 ひとつずつ　いいね！ で確認　火の用心

田牧華隠さんの作品

佐藤利紀さんの作品

①世界のきらめき万華鏡展
　市内在住の万華鏡作家・中里保子さんが今年の万華鏡
世界大会に出品された「Fleur…de…cristal」（＝写真）をはじ
め、国内外の万華鏡作家の作品を一堂に展示する、今年
最後の大規模な展覧会です。さまざまな形、色合いの個
性的な作品を約200点展示します。思いがけない不思議
な画像で見る者を魅了する万華鏡をぜひ、ご覧ください。
日11月13日㈬～12月22日㈰10時～17時
所見世蔵　費無料
②歴史と文化のトーク＆トーク in ながれやま
流山のコンテクストにみるエンゲージド・ブディズムの可能性
　今回は、市野谷の円東寺住職・増田俊康さんをお迎えし
ます。大道芸人P

プ リ ン コ

RINCOちゃん（＝写真）としても活動する
増田さんのパフォーマンスとトークで、生きる智

ち え

慧の宝庫･
仏教を伝えるユニークな活動を紹介していただきます。
日11月30日㈯13時30分～15時
所流山福祉会館（見世蔵で受け付け）　定30人（先着順）
費500円※中学生以上20歳未満は300円
申見世蔵に電話、ファクスまたは直接窓口へ
問見世蔵☎・FAX7190－5100（月・火曜休館、祝日の場合は開館）
misegura.nagareyama@gmail.com

万華鏡ギャラリー見世蔵のイベント一茶双樹記念館・杜のアトリエ黎明のイベント
①プリザーブドフラワー作品展
　市内在住のフラワーコーディネーター・三上久
美子さんが主宰するカンパニュラの皆さんによ
る季節感溢

あふ

れるナチュラルな作品の展示会です。
日11月8日㈮～17日㈰9時～17時（17日は15
時30分まで）
費無料
②季節の菊飾り
　キッコーマン菊好会に所属する市内在住の星
野操さんが丹精こめて育てられた大菊の仕立て
を、一茶双樹記念館に展示します。
日11月12日㈫～24日㈰9時～17時
費入館料のみ
③消しゴムを使って
来年の干

え と

支子
ね

にちなんだはんこ作り
　ほのぼのしたイラストや、身近な材料を使った
アイデアあふれるクラフトが人気の、市内在住の
イラストレーター・三條栄子さんによる講座です。
日11月30日㈯13時～15時
定15人（先着順）
費1,000円（お茶付き）

④プリザーブドフラワーアレンジメント講習会
　椿

つばき

とバラを使った和モダンア
レンジの講座です。
日12月4日㈬13時30分～15時
30分　講フラワーコーディ
ネーター・三上久美子さん
定18人（先着順）　費3,900円
持ワイヤーが切れるはさみ、メジャー、目打ち（キリ）
⑤クリスマスの寄せ植え講座
　クリスマスに飾りたい華やかな寄せ植えを作り
ます。植物選びや管理のポイントも解説します。
日12月7日㈯10時30分～12時　講㈱ペレニ
アル所属ガーデナー・大嶋陽子さん
定16人（先着順）　費2,800円（作品持ち帰り）

【共通事項】
所①③④⑤杜のアトリエ黎明②一茶双樹記念館
申①②不要③④⑤一茶双樹記念館に電話、ファ
クスまたはメール
問一茶双樹記念館☎・FAX7150－5750（月曜
休館、祝日の場合は翌日）
info@issasoju-leimei.com

秋元家住宅土蔵（国登録有形文化財）
特別内覧会を開催

「天保六花撰講談の会」で江戸文化遺産を復活！

スターツおおたかの森ホールの
コンサート

山形由美、魅惑の三重奏
フルート、ハープ、ピアノの調べ

スターツおおたかの森ホールオープニングコンサート

普通救命講習会を開催

地域を守る消防団のPRイベント
起震車や消防自動車も登場

11月19日㈫ピアノデュオ・クトロヴァッツ・コンサートチケット販売中

　地域防災の要として活動している消防
団が、消防団員の活動ＰＲイベントを開催
します。AEDや消火器の使用方法のほ
か、煙体験ハウスや起震車の体験、消防自
動車などの展示もあります。興味のある
方はぜひ、お越しください。
日11月24日㈰10時～12時
所コーナン南流山店（木）
費無料　申不要
問消防総務課☎7158－0299

Photo…岡本卓也


