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千葉県立美術館特別展　絵のみち･祈りのこころ
日本画家　後藤純男の全貌

日開催中～1月19日㈰9時～16時30分　所千葉県立美術館（千葉市）　費 1,000円、高校･大学生
500円、中学生以下･65歳以上無料　問同美術館☎043－242－8311

主な内容

2月3日から住民票などのコンビニ交付を開始…… 2面
令和2年度の公共下水道整備予定………………… 3面
キッズイベント… …………………………………… 4面
ながぽん歳末キャンペーンを実施………………… 8面

ながれやま節電チャレンジ
10％の節電でお得なポイントや
焼き菓子セットをプレゼント!……5面

ガラス破りが半数以上!
侵入手口トップ3に要注意

　空き巣や忍び込みなどの侵入犯罪は、今年1月か
ら10月までに市内で58件発生しています。市内で
発生した主な手口は別表のとおりです。
　また、留守宅を狙う空き巣被害の半数以上は、集
合住宅の1階のガラスを破られています。就寝時な
ど在宅中の家屋に侵入する忍び込みは、戸建て住宅
の鍵が閉まっていないところからの侵入が7割以上
です。侵入口となり得る窓ガラスなどに防犯フィ
ルムや防犯ガラスを取り入れるほか、外出時や就寝
前には必ず戸締まりの確認をするよう心掛けま
しょう。

 植木などを低くし、侵入口となり得
る場所の見通しをよくする

 樹木や塀の陰など、家の周りに潜め
るような場所をつくらない

 自転車から離れるとき
は、必ず鍵を掛ける

  補助錠を取り付ける

 防犯フィルムや防犯
ガラスを取り付ける

 雨戸やシャッターが
あれば閉める

 ちょっとした外出でも、
必ず鍵を掛ける

  補助錠を取り付ける

 車から離れるとき
は、必ず鍵を抜く

 ハンドルロックや警
報装置など、盗難防止
装置を取り付ける

 ETCカードなどは
取り外して自宅に持
ち帰る

 外出時や夜間
は2階でも必ず鍵
を掛ける

 目立つ所にセン
サーライトや防犯
カメラを設置する

年末年始
に向けた をしましょう

　外出する機会の多くなる年末年始は、
留守宅などを狙う侵入犯罪が発生しやす
い時期でもあります。市では、市内の犯
罪発生状況などを配信する安心メールで
注意を呼び掛けるほか、地域のパトロー
ル活動を支援しています。
　今号では、家庭でできる防犯ポイント
などを紹介します。犯罪被害に遭わない
ために、早めの防犯対策をしましょう。
問コミュニティ課☎︎7150−6076

侵入手段 被害率

ガラス破り 55.2%

無締まり 22.4%

ドア錠破り 8.6%

侵入口 被害率

窓 74.1%

玄関 8.6%

勝手口 6.9%

　安心メールは、緊急時などに必要
な情報を携帯電話やパソコンに電子
メールでお知らせするサービスで
す。全6カテゴリのうち「防犯」では、
市内の犯罪発生情報や流山警察署か
らの緊急情報などを配信していま
す。また、災害時の避難所開設など
の情報を発信する「災害･火災」があ
ります。

　二次元コードから登録手続き、または登録用メールアド
レス（ nagareyama-address@anshin-bousai.net）に
空メールを送信してください。自動返信され
たメールから手続きができます。詳細は、市
ホームページをご覧になるか、お問い合わせ
ください。

問コミュニティ課☎7150－6076　 1002709

流山市安心メールのご登録を
市内の犯罪発生情報や災害情報などをお届け!

防 犯 対 策

備えあれば憂いなし!　自宅の防犯ポイントを　 しよう

空メールから簡単登録

✓

電話 de 詐欺対策に留守番電話が効果的
　電話…de…詐欺被害に遭わないためには犯人と話さないことが一番の対策
です。在宅中でも留守番電話を活用しましょう。
問流山警察署☎7159－0110

　9月に流山警察署署長に着任して思ったことは、市民の皆さんの
防犯意識が高いことです。流山市の人口は増加していますが、犯罪
件数は減少傾向です。これは、ボランティアの方々の尽力によるも
のでもあります。地域でのパトロールも活発で、「地域の犯罪を1
件も起こさない」をスローガンにしているある地域では、現在まで
犯罪が発生していません。

　しかし、残念ながら市内の犯罪がなくなったわけではありません。市では高級車の
窃盗が多発しています。鍵を抜いていても盗まれることもありますので、きちんと防
犯グッズを活用してください。
　また、電話…de…詐欺も発生しています。カード類を要求する話は全て詐欺です。被
害に遭わないためにも、家族などで話し合って防犯活動に取り組んでください。

流山警察署長　實川孝之さん
自動車盗や電話 de 詐欺にもご注意を
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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）

日 1月15日㈬10時30分～11時30分　所 NSCAジャパンHuman Performance Center（前
平井）　定 40人（先着順）　費無料　申電話　問事務局☎7197－2063　 1022452

お早めにマイナンバーカード
の申し込みを

市職員（学芸員･司書）
を募集

全国のコンビニで証明書が取得可能に

あなたの専門を活
い

かしませんか
　来年2月3日から、マイナンバーカードを使って全国の主要コンビニエンスストアなどのマルチ
コピー機から住民票などの証明書を取得できる「コンビニ交付サービス」を開始します。市役所開庁
時間外でも利用できる便利なサービスを、ぜひご利用ください。
　なお、サービスを利用するにあたっては、利用者証明用電子証明書を登録したマイナンバーカード
が必要になります。申し込みから受け取りまで約2カ月かかりますので、お早めの申し込みをお願
いします。

問申し込みや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）

交付について…市民課☎7150－6075
1003848

▷採用予定日＝令和2年4月1日
▷受験資格＝別表のとおり

▷採用予定人数＝各1人
▷1次試験日／場所＝1月19日㈰／市役所
申市役所人材育成課で配布の試験申込書に必要事項を明記の上、12月
2日～20日（消印有効）に〠270－0192流山市役所人材育成課に郵
送または持参
問人材育成課☎7150－6068　 1023599

パソコン・スマホで
確定申告 滅失家屋は

翌年度から
課税されません

市民活動団体の
公益事業に補助金

年金手帳または基礎
年金番号通知書は
お持ちですか

会計年度
任用職員を募集

申告書の提出は
1月31日までに自宅などから申告できます

建物を取り壊したら市へ連絡を

12月16日から市ホームページで
募集要項を公開

紛失した場合は
再交付の手続きを

12月23日までに
申し込みを

市内に償却資産をお持ちの方へ

【マイナンバーカードの申請方法】
　マイナンバー通知カードの下部分の申請書があれば、インターネットや郵便、証明写真機で
申請できます。
　申請書が手元にない場合や住所変更、婚姻などにより記載事項に変更があった場合は、最新
の情報を記載した申請書をお渡ししますので、本人確認書類を持参の上、市役
所市民課または各出張所へお越しください。
▷受け取れる方＝本人または同一世帯員（その他の場合は委任
状が必要）
▷必要書類＝来庁する方の本人確認書類（運転免許証、写真付
き住民基本台帳カードなど）

　建て替えや老朽化により、本年中に家屋を取り
壊した方は、市役所資産税課へご連絡いただく
か、家屋滅失届（市ホームページからダウンロー
ドも可）を提出してください。ご連絡いただいた
滅失家屋は、現地確認の上固定資産課税台帳から
抹消され、翌年度から家屋や土地の税額が変わり
ます。
　新築や増築をした際の家屋調査時に、市職員
（固定資産評価補助員）に家屋を取り壊したこと
をお伝えいただいても結構です。
問資産税課☎7150－6074

1011046

　公的年金制度に加入されている方には、「基礎年
金番号」という年金の記録を管理するための番号が
あり、20歳前に就職したときや20歳になったとき
などに交付される年金手帳または20歳前に共済組
合に加入したときに交付される基礎年金番号通知
に記載されています。
　いずれも、年金の手続きの際に必要になりますの
で、紛失してしまった場合などは、再交付の手続き
をしてください。手続き先は、国民年金第１号被保
険者の方は市役所、厚生年金（共済組合）加入者の方
は勤務先、国民年金第３号被保険者の方は配偶者の
勤務先です。なお、再交付までは１カ月程度かかり
ますのでご注意ください。
問保険年金課☎7150－6110
松戸年金事務所☎047－345－5517

　市民活動団体が行う公益的な事業に対し、「流山市民活動団体公
益事業補助金」を交付しています。この補助金は、市民ならではの
目線で行う子育て支援、防災、まちづくりなどの公益事業を支援す
るものです。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。
対令和２年度に実施する事業
▷補助金額＝次のいずれか低い額（上限100万円）①補助対象経費
総額の100分の70の額②補助対象経費総額から実施事業の収入
分（売上金、入場料など）を差し引いた額※補助金の交付は1事業
につき3回まで
▷応募資格＝団体の構成員が10人以上で、事務所などが市内にあ
り、市内で公益事業を実施すること。事業を継続して遂行でき、適
切な会計処理がされているまたはされると認められること　ほ
か、全ての要件を満たす団体　申必要書類を12月16日～1月31
日に市役所コミュニティ課へ持参（平日のみ、年末年始を除く）
問コミュニティ課☎7150－6076
市民活動推進センター☎7150－4355

1003387

　令和2年4月1日から会計年度任用職員制度
が開始・運用されることに伴い、令和元年度流
山市会計年度任用職員の募集を実施します。
　実際の配属は来年度以降となり、今回の募集
で名簿登載された方から各課での選考・決定を
行います。また、各課からの要望状況により配
属されない場合もあります。詳細は、市ホーム
ページをご覧になるか、市役所人材育成課にお
問い合わせください。
▷選考方法＝書類選考または面接（各課で実
施）
申人材育成課で配布の流山市会計年度任用職
員申込書（市ホームページからダウンロードも
可）に必要事項を明記の上、12月23日（必着）
までに〠270－0192流山市役所人材育成課
に郵送または持参
問人材育成課☎7150－6068

1023549

　市内に事業用の償却資産（事業所の構築物、機
械、工具、備品など）を所有する個人経営者や法人を
対象に、償却資産の申告書を１２月１０日に発送しま
す。
　申告書には、令和２年１月１日現在の償却資産の
所有状況を明記の上、１月３１日までに市役所資産税
課に提出してください。
　申告書が届かない場合や不明な点などは、お問い
合わせください。
　また、e

エル タ ッ ク ス

LTAXを利用した電子申告を受け付けてい
ますので、ご利用ください。詳細はeLTAXのホーム
ページをご覧ください。　
問資産税課☎7150－6074

1000500

　税務署などで本人確認を行った方に発行するe
イータックス

-Tax用のID・パ
スワードを利用することで、自宅などから確定申告ができます。
 利用手続
①申告する本人が、顔写真付きの本人確認書類をお持ちの上、お
近くの税務署にお越しください。
②国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで申告書を作
成したら、IDとパスワードを利用して申告書を自宅などから送信し
てください。
※令和2年1月から、2カ所以上の給与所得がある方や年金収入や
副業などの雑所得がある方など、スマートフォンで申告できる方の
範囲が広がります。
※ID・パスワード方式は暫定的な対応です。お早めにマイナンバー
カードの取得をお願いします。
問松戸税務署☎047－363－1171

2月3日㈪から

募集職種 主な受験資格

一般行政上級
（学芸員有資格者･
日本史学または
民俗学専攻）

次の全要件を満たす方
■昭和59年4月2日以降に生まれた方　■大学(短期大学
を除く)を卒業もしくは令和2年３月31日までに卒業見込み
の方または大学院の課程を修了もしくは令和2年3月31日
までに修了見込みの方　■学芸員資格を有する方または
令和2年3月31日までに資格を取得見込みの方

一般行政上級
（司書有資格者）

次の全要件を満たす方
■昭和59年4月2日以降に生まれた方　■大学(短期大学
を除く)を卒業もしくは令和2年3月31日までに卒業見込み
の方または大学院の課程を修了もしくは令和2年3月31日
までに修了見込みの方　■司書資格を有する方または令
和2年3月31日までに資格を取得見込みの方

※身体障害者の採用を含みます。
※普通または中型自動車運転免許をお持ちの方または令和2年3月31日までに免許取得
見込みの方
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日 ＝日時　所＝場所　講＝講師　内＝内容　対＝対象　定＝定員　費＝費用　持＝持ち物　申＝申し込み　問＝問い合わせ

生涯学習専門員を募集します!防災行政無線を使った
情報伝達訓練 あなたの力を公民館で活

い

かしませんか
12月4日11時ごろに放送

　市内79カ所に設置している防災行政無線から、地震・津波や武力攻撃などの緊急
情報を、国から瞬時にお伝えするJアラート（全国瞬時警報システム）を利用した情報
伝達訓練を行います。
日 12月4日㈬11時ごろ　▷放送内容＝チャイム音→「これは、Jアラートのテストです」
（3回）→「こちらは、ぼうさいながれやまです」→チャイム音

　放送内容が確認できるテレホンサービスも実施しています。フリーダイヤル（
0120－ 7

ナガレヤマ

8－3
サイナンゼロ

170）に電話をかけると、最新のものから順に、放送された日時と放
送内容が自動的に流れます。
　24時間経過した内容は削除されます。また、録音量によっては、それよりも早く削
除されることもありますのでご注意ください。
問防災危機管理課☎7150－6312　 1003713

　市民の生涯学習を幅広く推進し、公民館事業の一層の充実を支援する生涯学習専門
員を募集します。「ゆうゆう大学」や、各小・中学校の保護者などを対象とした家庭教育
講座などの企画・立案・運営を行います。
▷応募資格＝次の全てを満たす方①生涯学習事業における企画・立案・運営に意欲、能力
を有する方②生涯学習に関する広い知識と豊かな経験を持つ方③令和2年4月1日時点
で25歳以上の方④普通自動車を運転できる方⑤パソコンのワードやエクセルで文書の
作成やデータ集計などができる方　▷勤務場所＝文化会館および各公民館など　▷勤
務日時＝1日7時間30分、月13日勤務　▷募集人数＝若干名　▷任期＝令和2年4月1
日～令和3年3月31日　▷報酬＝月額102,558円見込み（交通費別途）　▷応募方法＝
市役所、各公民館、おおたかの森センターで配布の申込書（市ホームページからダウン
ロード、郵送による請求も可）に必要事項を明記の上、返信用封筒（84円切手を貼り、宛
名を明記）を同封し、1月10日（必着）までに〠270－0176流山市加1－16－2文化会
館へ郵送または持参　▷選考方法＝書類審査の上、面接※選考結果は全員に通知
問文化会館☎7158－3462　 1019815

令和2年度の公共下水道整備予定
下水道普及率は

今年９月１日現在で89.40％

 ２０１５０２流山市 [流山市 82図 D-1 ]
 利用者：gesui

 流山市長崎１丁目付近
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下水道に接続される方へ

　公共下水道に接続するためには、各個人の負担
で浄化槽などからの切替工事が必要となります。
なお、公共下水道整備済区域にお住まいの方は、
早期の接続をお願いします。

 ２０１５０２流山市 [流山市 63図 E-4 ]
 利用者：gesui

 流山市十太夫付近
 © 2015 ZENRIN CO.,LTD.
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 ２０１５０２流山市 [流山市 7図 I-3 ]
 利用者：gesui

 流山市大字東深井付近
 © 2015 ZENRIN CO.,LTD.
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 ２０１５０２流山市 [流山市 23図 J-2 ]
 利用者：gesui

 流山市美原４丁目付近
 © 2015 ZENRIN CO.,LTD.
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 ２０１５０２流山市 [流山市 61図 J-2 ]
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 流山市西初石５丁目付近
 © 2015 ZENRIN CO.,LTD.
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江戸川台駅

初石駅

流山おおたかの森駅

流山駅

平和台駅

南流山駅
鰭ヶ崎駅

流山セントラルパーク駅

南柏駅

豊四季駅

2

1

3

7

6

4
5

令和1年（R1）度整備中

令和3年（R3）度以降

令和2年（R2）度

整備年度

フリーダイヤルでも内容を確認できます

　令和2年度の公共下水道整備予定区域と、周辺の令和3年度以降の整備予定区域を示しています。
　整備時期などは変更となる場合がありますので、詳細は直接窓口でご確認ください。また、工事を行う
地域には、事前に回覧などでお知らせします。
問下水道建設課☎7150－6097
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東葛飾地方中学校
駅伝競走大会写真展

日 12月6日㈮～12日㈭9時～17時（6日は13時から、12日は14時まで）　所生涯学習センター（流山エルズ）　費無料
問指導課☎7150－6105

クリスマスおはなし会
（NPO法人ながれやま栞

しおり

お話部会主催）
日①12月7日㈯②12月14日㈯いずれも
15時～16時
所①初石公民館②中央図書館
内①人形劇、エプロン劇場　ほか②大型絵
本、パネルシアター　ほか
対幼児から小学校低学年まで
定①100人②50人（いずれも先着順）
費無料　申不要
問中央図書館☎7159－4646
① 1022925　② 1023391

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12月8日㈰13時～15時30分、12月21
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

博物館子ども教室　木の実工作
　どんぐりや松ぼっくりなどの自然素材を
使って、オリジナルのリースやクリスマスの飾
りを作ってみませんか。
日12月15日㈰13時30分～15時30分
所中央図書館　対小・中学生
定20人（先着順）　費無料
申12月3日9時から博物館に電話
問博物館☎7159－3434　 1023404

親子で一緒にリズム体操
日12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、タオル、飲み物
申電話または直接窓口へ
問南流山センター☎7159－4511

パパと一緒にうどん打ち
　自分で作った打ち
たてのうどんを食べ
て、お土産に自分で
打ったうどんと、家で
打つための生地をお持ち帰りできます。
日12月21日㈯9時～12時
所文化会館
講NPO法人手打ち職人集団むげんの皆さ
ん　対市内在住・在勤・在学で小学生以上の
お子さんとその父親
定6組12人（先着順）
費1,500円（5食分）※3日前からキャンセル
料が発生します。
持エプロン、三角巾、タオル、手ふき、布巾、
持ち帰り用の容器と空のペットボトル
申電話
問文化会館☎7158－3462　 1020042

親子でわくわくクッキング
おすしでツリーを作ってみよう!!
　太巻き寿司の中にクリスマ
スツリーを描いてみましょう。
日12月24日㈫10時～13時
30分　所保健センター　
対小学生の親子
定15組（先着順）　費1人300円
持エプロン、三角巾、筆記用具
申電話
問保健センター☎7154－0331

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

13日㈮ ゴスペルコンサート
23日㈪ クリスマスゲーム大会

江戸川台児童センター
☎7154−3015

14日㈯ 卓球教室
23日㈪ ドッジボール大会

20日㈮・24日㈫～28日㈯ 冬のチャレンジ

赤城児童センター
☎7158−4545

9日㈪ おもちゃ病院
20日㈮ クリスマス会※要申し込み
26日㈭ お正月飾り作り※要申し込み

十太夫児童センター
☎7154−5254

12日㈭ おもちゃ病院
13日㈮ リトミック（乳幼児向け）※要申し込み
20日㈮ 子どもクリスマス会※要申し込み

野々下児童センター
☎7145−9500

12日㈭ 人形劇（乳幼児向け）
23日㈪ クリスマス会※要申し込み

思井児童センター
☎7159−5666

9日㈪ 親子で楽しむコンサート
20日㈮ ドッジボール大会

向小金児童センター
☎7173−9320

14日㈯ ドッジボール大会
18日㈬ 影絵鑑賞会（乳幼児向け）

●親子サロン… 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。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 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

遊びをします。　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 （12月）

児童館・児童センター　12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。
… …日3日・10日・17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。ミニイベントはあっぷる

隊
ぱい

°フルートアンサンブル、クラリネットアンサンブルに
よるクリスマスコンサート※おもちゃ病院もあり

… 日19日㈭　所南流山福祉会館

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

　来春から高校または専修学校（高等課程に限
る）への入学を希望していて、入学準備金の確保
が困難な保護者のために、入学準備金を無利子で
貸し付けています。国や民間で実施している就
学支援金や教育ローンの窓口なども紹介してい
ますのでご相談ください。
対次の全てを満たす方①市内在住②入学準備金
の確保が困難（年収などの基準あり）③借受人と
生計が別の、身元が確実で独立した生計を営む連
帯保証人がいる

▷貸付金額／募集人数＝公立高校など：10万円
以内／2人程度、私立高校など：40万円以内／2
人程度
▷償還方法＝卒業（または退学）した月の翌月か
ら3年以内に割賦または一括により全額償還
申1月6日～3月6日に市役所教育総務課または
各中学校で配布の申請書を教育総務課へ持参※
合格決定前でも申請はできますので、お早めの手
続きをお願いします。
問教育総務課☎7150－6103　 1001427

　来年度小学校に入学するお子さんの就学相談を行っています。入
学に向けて、お子さんのことばや知的、情緒などの発達に関する相談
に応じます。
　未就学のお子さんの子育て相談や、学校生活での教育相談も随時
受け付けていますので、気軽にご相談ください。
問就学相談について…指導課☎7150－6105
子育て相談について…幼児教育支援センター☎7154－8781
教育相談について…教育研究企画室☎7150－8390　 1001131

高校入学準備金を無利子で貸し付け来年度小学校に入学する
お子さんがいる方へ 就学支援金や教育ローンの窓口などの紹介も

就学などの相談に応じます

流
山
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校
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、
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校
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T
、

学
校
図
書
館
司
書
を
募
集

1
月
6
日
ま
で
に
申
し
込
み
を

学校サポート教員　 1010089

④小学校英語
　活動指導員

1010092

⑤小・中学校ALT
（外国語指導助手）

1010091

⑥学校図書館司書
1017258①�学習サポート

教員
②�学習サポート
指導員

③���算数・数学
　学習指導員

指
導
内
容

児童・生徒の指
導（特別支援が
必要な児童・生
徒含む）

児童・生徒の指
導補助（特別
支援が必要な
児童・生徒含む）

算数・数学の指
導補助

小学校で学級担任
と共に英語の指導

外国語学習活動の補
助、指導案および教材
作成の補助、特別活動
および課外活動への
協力

市内小・中学校におけ
る図書の貸出や整理、
パソコンによる図書の
登録や管理、読書指導
の補助、図書推進活動
に係る支援

応
募
資
格

小学校または
中学校の教員
免許を有する方
（取得見込みを
含む）

短期大学卒業
程度で学習指
導のできる方

短期大学卒業
程度で算数・
数学指導ので
きる方

英語が堪能な方（海
外生活経験者などを
含む）

英語を主言語とする外
国籍の方で、大学の学
士号以上の資格を持ち、
日本での英語教育に熱
意があり、日本語での
日常会話ができる方

司書、司書教諭、教員
免許の資格を有する方
（応相談）で、パソコン
操作が可能な方

勤
務
時
間

年間250日以内
（1日7時間30分）

（注）

年間1,030時間
以内

（原則週25時間
程度）（注）

年間800時間
以内

（原則週20時間
程度）

週4～5日程度
（原則1日4～6時間）

週5日
（1日7時間）

年間203日以内
（原則1日6時間以内）

給
料

日給
1万1,660円

時間給
1,120円

時間給
1,120円

時間給
1,500円

月給
32万8,800円

時間給
950円

応
募
方
法

市役所指導課で配布の申込書（市ホームページからダウンロードも可）に必要事項を明記の上、①は教員免許状の写し（取得
見込みの方は証明書）を添えて12月2日～1月6日（必着）に指導課へ郵送または持参
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【
共
通
事
項
】

▽
採
用
人
数
＝
若
干
名

▽
任
用
期
間
＝
令
和
2
年
4
月
1

日
～
令
和
3
年
3
月
31
日

▽
選
考
＝
１
次：書
類
審
査
、

2
次：面
接
な
ど
※
選
考
後
、欠
員

が
生
じ
た
場
合
に
採
用

問
指
導
課

☎
7
1
5
0

－

6
1
0
5

注：修学旅行などの引率をする場合あり　※給料は令和元年度の実績を基に見込み額を記載
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献血にご協力を! 日12月19日㈭10時～11時45分、13時～16時　所流山市役所　▷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

開催教室 日程 開催場所 備考
ハローベイビー 2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。1月
分の予約も可（1月17日㈮･24日㈮･25日㈯）

13日㈮ 保健センター
（9時45分～10時受け付け）

26日㈭ 保健センター
（13時15分～13時30分受け付け）

育児相談
6日㈮ 保健センター

（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
歳以上の幼児対象（その兄弟も相談可）20日㈮ 向小金福祉会館

（9時45分～10時15分受け付け）
もぐもぐ教室
（予約制）

12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、
スプーン持参17日㈫ 東部公民館

カムカムキッズ
（予約制）

18日㈬ 南流山センター 平成30年12月～平成31年1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、歯ブラシ持参24日㈫ 保健センター

むし歯予防教室
（予約制）

1回目2日㈪・2回目16
日㈪・3回目24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9月生まれの乳児対象
②1歳6カ月児…3日㈫
・4日㈬･5日㈭ 保健センター

（13時～14時受け付け）
平成30年5月生まれの幼児対象

③3歳児…9日㈪・10日㈫
・11日㈬ 平成28年8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　 100064612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（12月） 時　間 問・予約

不妊相談 電話（予約不要） 10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 24日㈫ 14時～17時
精神保健福祉相談 5日㈭･16日㈪ 14時～16時

酒害相談 19日㈭ 14時～16時30分

エイズ
検査

即日検査 3日㈫･17日㈫ 13時30分～14時 ☎047ー361ー2139
※1週間前から受け
付け夜間検査 17日㈫ 17時15分～18時15分

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

食品ロス削減
「3

さんまる

0・1
いちまる

0運動」
ながれやま節電チャレンジ2019・冬

特別養護老人ホーム
（仮称）慶櫻美原の森が

4月オープン

筋力アップ教室（全5回）

車の運転はエコドライブを障害者の料理講座

ぐりーんバス
南流山自治会館入口バス停

　年末年始は、宴会の機会が多くなる時期です。おいしい料
理が提供されているのに、おしゃべりに夢中でついつい残して
しまうことはありませんか。まだ食べられるのに廃棄されてし
まう食品を減らすためにも、30･10運動を心掛けましょう。

問消費生活センター☎7158－0999

　12月から2月までのうち、ひと月でも前年同月比
10％以上の節電チャレンジをしませんか。達成され
た中から抽選で110世帯にながぽんW

ワ オ ン

AONポイン
ト（500ポイント）を、さらに抽選で10世帯に江戸川
台の焼き菓子店「PUKA-PUKA…BAKESTAND」の焼
き菓子セット（＝写真）をプレゼントします。
　なお、昨年度の節電チャレンジで節電を達成した世
帯で前年同月に5%以上節電したことを証明できる
世帯も応募できます。
対市内の世帯（応募は期間中1世帯1回のみ）
申市役所、各出張所・公民館、クリーンセンターなどで
配布の応募用紙（市ホームページからダウンロードも
可）に必要事項を明記の上、節電を達成した月の電気

使用量のお知らせ（コ
ピー可。前年同月に
5%以上節電したこと
を証明できる世帯は前
年分も必要）を添付し、
3月13日（必着）までに
〠270－0192流山市
役所環境政策課へ郵
送、ファクスまたは持
参※応募用紙は返却し
ません。必ず今年度の様式でご応募ください。
問環境政策課☎7150－6083FAX 7158－9777

1002599

　12月は地球温暖化防止月間・大気汚染防止
推進月間です。12月は、交通量の増加や暖房
のほか、気象条件の影響などにより大気汚染物
質濃度が高くなりやすく、地球温暖化の原因と
なる温室効果ガスも多く排出される時期です。
　地球温暖化や大気汚染を防ぐためには、節電・
節水、エコドライブなど、一人ひとりの行動の積
み重ねが大切ですので、ご協力をお願いします。

【大気汚染物質を減らす取り組み】
◆節電に努めましょう
◆暖房は室温20℃をめどに設定し、環境負荷

の少ない機器を選びましょう
◆太陽光などの自然エネルギーを活用しま
しょう
◆外出時は、自転車や公共交通機関の利用に努
めましょう
◆急発進・急ブレーキを行わないエコドライブ
を実践しましょう
◆アイドリングストップを実施しましょう
◆自動車の購入時などは環境負荷の少ない車
を選びましょう
問環境政策課☎7150－6083

　来年4月1日に、社会福祉法人武蔵野会が
運営する特別養護老人ホーム（介護老人福
祉施設）「（仮称）慶櫻美原の森」が開設され
ます。入所申し込みなど詳細は、同法人に
お問い合わせください。

【施設概要】
▷所在地＝流山市美原3丁目46番地　▷入
所＝100床（ユニット型個室60人、多床室
40人）　対流山市の被保険者の方で、要介護
3～5で常時介護を必要とし、かつ自宅で介
護を受けることが困難な方　
問社会福祉法人武蔵野会☎7170－0802
介護支援課☎7150－6531

　ポークソテー･パプリカと玉ねぎのソースがけとグリーンサラダ、お
豆と野菜のスープ、りんごのコンポートを作ります。
日 12月20日㈮10時～13時
所初石公民館
対市内在住で障害者手帳をお持ちの方
定20人（先着順）
費700円程度（材料代）
持三角巾、エプロン
申12月2日から障害者福祉センターに電話またはファクス※送迎あり、
バス停要相談
問障害者福祉センター☎7155－3638…FAX 7153－3437

　南流山駅南口発のぐ
りーんバス南流山･木
ルート南流山自治会館
入口バス停が、12月1日
からは14時発以降の左
回りルートでも利用で
きるようになります。
　バス停の時刻表など
詳細は、市ホームページ
をご覧ください。
問都市計画課
☎7150－6087

1002105

　重りを使って重さを
調節しながら行う運動
「ながいき100歳体操」
で筋力アップを目指し
ます。
日 1月23日･30日、2
月6日･13日･20日の木曜10時～11時30分
所初石公民館　対市内在住の65歳以上の方で原
則全日程参加できる方
定50人程度（先着順）※ながいき100歳体操に初
めて参加する方を優先　費無料
持タオル、飲み物、筆記用具、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
話番号、年齢を明記の上ファクス
問高齢者支援課☎7150－6080
FAX 7159－5055　 1017534

食品ロスの削減を心掛けましょう
10％の節電でお得なポイントやプレゼントを!

入所申し込みを受け付け中

ながいき100歳体操を始めよう!

地球温暖化や大気汚染を防ぐため12月は野菜たっぷりメニュー

12月1日から左回りルートも利用可能に

実践しよう! 30・10運動
①味わいタイム：…乾杯後の30分は自席で料理を楽しみましょう。
②楽しみタイム：…料理のことも気にしつつ、みんなで親睦を深め

ましょう
③食べきりタイム：…終了10分前にもう一度料理を楽しみましょ

う。幹事さんは料理を食べきるように呼び
掛けましょう。

南流山中南流山中
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無料税務相談 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 12月12日㈭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

火曜休館）

★障害者週間　作品･パネル展示

　12月3日～9日の障害者週間に合わ
せ、市内の障害者団体や障害福祉施設な
どによる作品・パネル展示を行います。な
お、作品・製品などの販売はありません。
日12月3日㈫～9日㈪8時30分～17時
15分　所市役所
問障害者支援課☎7150－6081
FAX 7158－2727

リユースクリスマスツリー in 
ながれやま（リ・ユース　ラボ主催）

　市内で活動する「リ・ユース　ラボ」が、
ごみとして捨てられたペットボトルをデコ
レーションして積み上げるリユースクリス
マスツリーを展示します。夜間はソーラー
ライトで色とりどりに照らされますのでぜ
ひ、ご覧ください。
日12月1日㈰17時～12月28日㈯終日

童センター
内乳幼児親子への支援、小学生の遊び指
導など
▷応募資格＝保育士または教員の資格を
有する方　▷時間給＝1,130円（交通費別
途）　▷募集人数＝各1人
申〠270－0111流山市江戸川台東1－
251江戸川台児童センターに履歴書を郵
送または持参
問江戸川台児童センター
☎7154－3015　 1021712

その他
★言葉を超えて　自閉症者であり
クリエイターである彼らの作品展

①自閉症者が制作した絵画作品展示
日 12月20日㈮～23日㈪9時～21時
②公開制作ワークショップ
日 12月22日㈰10時～11時30分
③手話つきギャラリートーク
日 12月22日㈰14時～15時

【共通事項】
所生涯学習センター（流山エルズ）
費無料
問生涯学習センター(流山エルズ)…
☎7150－7474

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

初めての
ジェルネイル

12月19日、1月16日、2月20日、3月19日の
木曜

10時30分～
12時30分

8,160円（全4回）
※別途教材代
8,160円

パソコン講座
①個別指導:12月2日㈪～6日㈮
②ワードで年賀状作成:12月5日㈭・6日㈮
③Windows10の使い方:12月23日㈪・�
　24日㈫

①13時～14時�
②10時～12時�
③13時～15時

各2,040円
定①のみ各1人
（先着順）

シャンソン教室 1月4日・18日、2月1日・15日、
3月7日の土曜

①13時～
　14時30分�
②15時～
　16時30分

8,500円（全5回）

リラックス効果抜群の
ヨーガセラピー 12月6日・13日・20日・27日の金曜 13時30分～

14時45分
1回550円

定30人（先着順）
持バスタオル

申 問生涯学習センター（流山エルズ）☎7150－7474

所TX流山セントラルパーク駅前
問クリーンセンター☎7157－7411
リ・ユース　ラボ… mail@reuse-labo.
space

会議 どなたでもお聴きになれます

★行財政改革審議会

日12月19日㈭14時から　所市役所
内流山市経営改革プランなどについて
問情報政策・改革改善課☎7150－6078

1022888

求人
★児童館・児童センターの臨時職員

　勤務内容など詳細は、市ホームページを
ご覧になるかお問い合わせください。
▷勤務日時＝月～土曜8時45分～17時
（応相談）※月数日程度
▷勤務場所=駒木台児童館、江戸川台児

★ビブリオバトルを楽しもう!

　ビブリオバトルは、お気に入りの本を紹
介するゲームです。今回は少人数のグ
ループごとに発表します。面白いと思った
本を持ってご参加ください。
日2月8日㈯12時45分～14時30分
所東部公民館　定20人（先着順）
費無料　申12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

1023213

市民対象の公民館パソコン教室（1月）

●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）
　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

　☎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）
　5日・16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

❶法律相談（予約制）
　火・木曜（13時～15時40分）
　31日を除く
❷悩みごと相談（予約制）人権・行政
　月曜（10時～15時）
　30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）
　16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）

●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

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

12月

その他の相談

　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

●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

1月16日㈭
17日㈮

13時30分～
16時30分

パソコン入門、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

講座名 期　日 時　間 内　容
マンツーマン
パソコン教室

1月9日㈭
10日㈮

13時30分～
16時30分

パソコン入門、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（先着順）　費2,500円　持ノートパソコン　申電話

講公民館パソコンボランティアの各団体（流山パソコンボランティア）
定10人（先着順）　費2,500円　持ノートパソコン　申電話

●文化会館のパソコン講座　問文化会館☎7158－3462　 1014849

切り絵行灯のともる
流山本町江戸回廊

飯田信義さん、長谷部年春さんの
作品を展示します。

問㈱アーテック☎7154－1441
1001703

12月2日㈪～26日㈭

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

　12月にクリスマス会を開催します。失語症の方だけでなく、関心のある方はぜひ
ご参加ください。
日 12月22日㈰13時～16時　所生涯学習センター(流山エルズ)　費500円　申不要
問荒井☎7155－4647

市民活動
公益事業
便　り

失語症の理解と支援のための啓発事業
クリスマス会
(流山失語症友の会主催)

夕暮れの　早めのライトで　防ぐ事故

不法投棄は犯罪です

　12月10日から19日まで冬の交通安全運動を実施します。年末は、交通量が増え
るとともに、慌ただしさから交通事故の危険が増す時期です。また、忘年会などで飲
酒の機会が増えますが、お酒を飲んだら絶対に運転はやめましょう。

【重点目標】
①夕暮れ時や夜間・明け方における交通事故防止②飲酒運転の根絶③子どもと高齢
運転者の交通事故防止④自転車の安全利用の推進
問道路管理課☎7150－6093　 1003016

　大量の廃棄物が発生する年末年始にかけて、不法投棄を未然に防止するためのパ
トロールを強化しています。
　不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されており、違反者に対
しては5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、法人の場合は3億円以下の罰金
が科せられ、厳しく罰せられます。不法投棄を見かけたら、情報の提供をお願いします。
問環境政策課☎7150－6083

冬の交通安全運動を実施

不法投棄防止パトロールを強化



7 第1553号  令和元年12月1日㈰7

日 ＝日時　所＝場所　講＝講師　内＝内容　対＝対象　定＝定員　費＝費用　持＝持ち物　申＝申し込み　問＝問い合わせ

講座
★東部公民館のイベント

①いきいきスクエアステップ
日12月11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ミニ門松･しめ縄づくり
日12月14日㈯9時～12時
定20人（先着順）　費1,000円（材料代含
む）　持軍手、万能はさみ、持ち帰り用袋
③子育てママのゆるヨガ
日12月18日㈬10時30分～11時30分
対3歳までのお子さんとその保護者
定20組（先着順）　費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
④レッツ・レクGSD
日12月18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　費100円　持動き
やすい服装、タオル、飲み物、運動靴
⑤なつかしき歌声サロン
日12月20日㈮13時～14時30分
費300円

【共通事項】
所東部公民館　申①④⑤不要②③電話ま
たは直接窓口へ
問東部公民館☎7144－2988

★思井福祉会館の講座・イベント

①スマートフォン基本講座

日12月13日㈮･24日㈫13時30分～
15時30分　定各10人（先着順）
持スマートフォン（お持ちの方のみ）
②クリスマス音楽祭
日12月…21日㈯10時～15時
定50人（先着順）

【共通事項】
所思井福祉会館
対市内在住・在勤・在学の方
費無料　申12月2日9時から電話
問思井福祉会館☎7159－5666

★普通救命講習会

　AEDを使った応急手当てを学びます。
日12月15日㈰9時～12時
所中央消防署　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12月1日10時から電話
問中央消防署☎7158－0119

★野々下福祉会館の講座

①個人指導によるスマホ教室
日12月16日㈪13時30分～16時30分
費1,500円
②個人指導によるパソコン教室　
日12月19日㈭･20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12月2日から電話
問野々下福祉会館☎7145－9500

★北部公民館の講座･イベント

①歌のひろば
日12月18日㈬13時～14時30分
定180人（先着順）
②映画のひろば
　過酷な運命に翻

ほん

弄
ろう

されながらも、3姉妹
が多難な恋を通して成長していく物語を
描いた「いつか晴れた日に」を上映します。
日12月18日㈬15時～17時16分
③こども理科実験室　重心のふしぎ
日12月22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12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

【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

★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）

日12月19日㈭13時30分～15時
所保健センター　対市内在住･在勤･在
学の方　定30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

★スマホ・パソコン無料相談会

日12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15人（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

★就職個別相談セミナー　子育て
しながら働く準備をしたい方へ

　子育てをしつつ、働くための準備を進め
る方法を学びます。
日1月8日㈬13時～15時30分　
所ジョブサポート流山（江戸川台駅前庁舎
3階）　対子育て中の方で就労を目指す方
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※2歳～就学前
児の一時保育あり（先着5人。12月20日ま
でに要申し込み）
問ジョブサポート流山☎7156－7888
商工振興課☎7150－6085

展示
★利根運河交流館の展示・イベント

①うんがいい! マルクト
日12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です。
日12月12日㈭13時30分～14時10分、
15時～15時40分
③冬景色　インスタレーション展示
　東京理科大学の学生を中心とした利根
運河シアターナイト2020実行委員会が、
冬をテーマに空間を演出します。
日12月16日㈪～28日㈯

【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･

★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・ゴルフ協会東部支部主催)=12月2
日～30日の月曜9時～11時、東部近隣公
園。無料※要申し込み。雨天中止問吉田
☎7158－7944
■日中水墨画研究会作品展=12月3日㈫
～8日㈰10時～18時(3日は12時から、8
日は15時まで)、松戸市文化ホール。無料
問利根川☎090－1253－5559
■流山おおたかの森 防災フェア2019(流
山新市街地区安心・安全まちづくり協議
会、近隣の各自治会共催)=12月7日㈯10
時～14時、流山おおたかの森駅南口都市
広場周辺。無料※雨天中止問岩佐☎090
－9841－9997
■股関節柔軟体操体験（同体操会主催）
=12月7日㈯13時30分～14時30分、南
流山センター。12月10日㈫13時30分
～14時30分、文化会館。1回500円※要
申し込み問宮本☎090－6566－5792
■ハルモニア吹奏楽団第17回定期演奏
会（市教委後援）=12月8日㈰13時30分
～16時、文化会館。無料問壱

いちのせ

瀬☎047－
340－1592
■元気の出る歴史講座。盲目の偉人「塙

はなわ

保
ほ

己
き

一
い ち

」(日本の心を育む会・東葛主催)=12
月14日㈯12時45分～14時45分、パレッ
ト柏。1,000円、学生無料問岩渕☎090－
4847－0400
■ゴスペルクリスマスチャリティコンサート 

JOYFUL CHRISTMAS Vol.2(柏オールソ
ウルズゴスペルクワイア主催)=12月14日㈯
15時～17時30分、めばえ幼稚園(我孫子
市)。無料問事務局☎090－4428－7370
■市の谷の市(楽しいフリマ)=12月15日
㈰10時～13時、円東寺(市野谷)。無料
※荒天中止問増田☎7150－1313
■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
■ねずみのはんこを彫ってみよう!(消しゴ
ムはんこのアトリエ「ニジカラ」主催)=12
月21日㈯10時～12時、京和ガスおおた
かの森ショールーム（おおたかの森東1）。
2,000円、親子3,000円※要申し込み問い
とう☎090－5668－4634
■オカリナフェスティバル「第15回グース
のつどい」(夢みるグース主催)=12月21
日㈯11時30分～16時30分、スターツお
おたかの森ホール。500円問事務局☎
080－5528－4148
■「クリスマス」親子(園児・小学生)体験テ
ニス教 室(NPO法人日本スポーツレク
リェーション協会主催、市教委後援)=12月
22日㈰9時30分～10時30分、11時～12
時30分、初石テニスクラブ(駒木台)。500
円※要申し込み問事務局☎7154－7339
■ファミリークッキング (健康を育てる会・
流山主催)=12月22日㈰10時～13時、
南流山センター。親子1,300円（子ども1
人追加につき300円）※要申し込み問佐藤
☎080－5643－2779
■流山フィルハーモニー交響楽団第55回
定期演奏会 (市教委後援)=12月22日㈰
14時～16時、文化会館。前売900円、当
日1,000円※中学生以下無料問小林☎

090－8744－1570

■混声合唱団・それいゆ=月3回月曜13時
～15時、江戸川台福祉会館または北部公
民館ほか問里舘☎7153－4085
■流山ブリッジクラブ(トランプ競技の遊び
と勉強)=毎週月・金曜13時～16時30分、
主に北部公民館問岡田☎7155－5672
■流山おもちゃ病院(おもちゃの修理)=9
時～12時、文化会館またはクリーンセン
ターほか問今井☎090－5554－3944
■カトレア会(ストレッチ・ヨガ)=毎週木曜
10時～12時、主にキッコーマン…アリーナ
問西島☎080－6679－0815
■白うさぎ＇99(女声コーラス)=毎週水曜
9時15分～12時、主に向小金福祉会館問

小谷☎090－9838－4284
■江戸川台カラオケ友の会(ボイストレー
ニング)=毎週水曜12時～18時、主に江
戸川台福祉会館問須永☎7156－0810
■紫陽花カラオケ教室(ボイストレーニン
グ＆カラオケレッスン)=月2回木曜12時
～15時、主に駒木台福祉会館問清川☎
7154－7466
■北部カラオケ友の会(団体 発声とカラオ
ケ)=第1・3月曜13時～13時30分、主に
北部公民館問水野☎7152－1967
■令和カラオケ友の会(ボイストレーニン
グ)=毎週水曜12時～17時、主に江戸川
台福祉会館問千葉090－8878－2088
■VOXY(ソフトバレーボール）=毎週水・
土曜19時～21時、八木南小学校問小林
☎090－5994－8664
■流山カヌークラブ=主に毎週土･日曜、
江戸川※詳細はお問い合わせください問

石川☎090－8040－7819

■すみれの会（卓球）=主に毎週木曜16時
～18時、主にキッコーマン…アリーナ※女
性対象問梅田☎090－4845－1895
■市民オンブズマン・流山（市財政と公営
事業の勉強会）=毎月第3金曜15時～17
時、主に生涯学習センター（流山エルズ）問
事務局☎080－6736－0930
■流山合気道同好会=毎週月曜19時～
21時、水曜17時～19時、土曜13時～17
時、主にキッコーマン…アリーナ問鈴木☎…
080－5000－9098
■流山市中途失聴者・難聴者の会=毎月
第2水曜10時～12時、第4水曜13時～
15時、主に東深井福祉会館問地引FAX

7159－4272
■NPO法人NIFA　FANDANCE（中国
舞踊）=毎月第1・３月曜9時30分～11時、
主に生涯学習センター（流山エルズ）問事
務局 nifa-support@bz04.plaｌa.or.jp
■コスモスいちごクラブ（３歳からの女児
リズムダンス）=毎週金曜17時～18時、十
太夫福祉会館またはキッコーマン…アリー
ナほか問村松☎090－4022－0624
■コスモスシルバー体操（60歳からの女
性のための健康体操）=毎週木曜16時～
17時、南流山福祉会館または南流山セン
ターほか問庄子☎090－8006－7940
■潮

ちょう

音
お ん

流山短歌会（短歌の学習）=毎月第
3木曜13時～16時、南柏パークハウス集会
所（向小金1）問益村☎090－4665－0328
■おおたかクラブ（グラウンド・ゴルフ）=毎
週月・水・金曜9時～12時、西初石近隣公
園問樋山☎7154－7384
■ノルディックウォーククラブなごやか

（ポールウォーキングやエクササイズ）=毎
月第1・３日曜10時～12時、主に市総合運
動公園問吉田☎7158－1682

しみんの伝言板

イベント

サークル
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●国民健康保険料（第7期）　●介護保険料（第7期）
●後期高齢者医療保険料（第6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。

所文化会館
対全ての日程に参加できる市内在住の方　定30人（先着順）
費780円（テキスト「チェック!…流山のむかし」代）※当日までに博物館で購入
持筆記用具※市内史跡めぐりの際は、動きやすい服装
申電話※検定試験のみの申し込みは不可
問文化会館☎7158－3462

1014866

　公民館では、NPO法人流山史跡ガイドの会と協働で郷土史検定を実施しま
す。検定試験の前に、2回の史跡めぐりと3回の講義を行います。

　市内在住のアートディレクター・阿部克昭さんによる写真展を開催
します。阿部さんは、商業デザインや広告などに携わり、「日本の風景」
をテーマとするフォトコンテストでは2年連続で準グランプリを受
賞。また、作品が人気ロックバンドのCDジャケットにも採用される
など幅広く活躍されています。
　今回の写真展では、初期の作品であるモノクロのストリート写真や
ジャケットに採用された作品などを多数展示しますのでぜひ、ご覧く
ださい。
日12月10日㈫～25日㈬9時～17時
所杜のアトリエ黎明
費無料
問一茶双樹記念館☎7150－5750（月曜休館）

　12月24日のクリスマスイブに、円東寺住職の増田俊康さん
（PRINCOちゃん）によるバルーンアートパフォーマンスや保育ボラ
ンティアひだまりによるお楽しみクリスマスプログラムを行いま
す。おもちゃ病院も同時開催しますのでぜひ、お越しください。
日12月24日㈫10時～11時30分　所文化会館
対乳幼児とその保護者　費無料　申不要
問文化会館☎7158－3462　 1023529

　パネルシアターや大型絵本、手遊びなどを楽しみます。
日12月18日㈬10時～11時30分　所北部公民館　費無料　申不要
問北部公民館☎7153－0567

　日ごろのご愛顧に感謝して、農産物直売所「新鮮食味」で感謝祭を
開催します。地元の野菜をたっぷり使った特製ぬっぺい汁やつきた
てのお餅、焼きそば、焼き鳥などが出店します。ぜひ、ご家族そろっ
てお越しください。
日12月14日㈯9時30分～12時30分※雨天中止
所新鮮食味（コミュニティプラザ内）
問新鮮食味☎7155－7015（月曜定休）

古紙100％再生紙、 植物油インキ使用

　流山共通ポイントカード「流山ながぽんW
ワ オ ン

AONカード」は、市内の加盟店で買い物をするとポ
イントが貯まり、ポイントを買い物などに利用できる便利なカードです。
　歳末キャンペーンとして、一部の加盟店でポイントが通常よりお得に貯まる「ポイント倍出し
セール」と、貯めたポイントをすてきな商品に交換できる「ポイント交換会」を行います。

日12月4日㈬～7日㈯
※協力店のみ実施

日12月8日㈰10時～13時
所①マロン洋菓子店前（江戸
川台東）②流山商工会議所③
バーバークボ（松ケ丘1）

　社会人バンド「スイング・パラドックス・オーケストラ」による演奏をお届
けします。
日1月12日㈰14時～16時
所森の図書館
定50人（先着順）
費1,000円、中学生以
下500円　申12月8日
9時30分から窓口でチ
ケット販売※体の不自由
な方はご連絡ください。
問森の図書館
☎7152－3200

1023214

問流山商業協同組合（流山商工会議所内）☎7158－6111

検定でわがまち再発見!

杜のアトリエ黎明のクリスマスイベント

地元野菜を使ったグルメが集結

ポイントを貯
た

めて、お得に利用しよう!

新春カジュアルコンサート in 森の図書館

阿部克
よ し あ き

昭蔵出写真展「PHOTO蔵」を開催

公民館のクリスマススペシャルイベント

新
し ん せ ん

鮮食
ぐ み

味まつり「感謝祭」

ながぽん歳末キャンペーン

赤い羽根共同募金
チャリティーコンサート

ポイント倍出しセール

ポイント交換会

CDジャケットに採用された
阿部さんの作品

商店会
(問い合わせ先)

売り出し
期間 抽選会日時 主な賞品

平和台銀座通り
商店会
（堀

☎7158−7050）

12月7日㈯
～15日㈰ 12月16日㈪

特賞：�1万円分の同商店会商品券
　　��（10本）
1等：5,000円分の同商店会商品券
　　（20本)�
2等：500円分の同商店会商品券
　　（200本）
3等：100円分の同商店会商品券
　　（1,300本）

江戸川台駅前
商店街振興組合�
（事務局

☎7154−3211）

12月1日㈰
�～�15日㈰

12月1日・8日
・15日の日曜�
11時～16時

1等：現金1万円（20本）�
2等：お買い物券3,000円（30本）�
3等：�お楽しみ商品（500本）　
ほか

松ケ丘商店会�
（田上

☎7145−0017）
12月4日㈬
～22日㈰

12月21日㈯・
22日㈰

10時～18時

♦現金つかみ取り
　※獲得した金額分の商品券と交換
♦�有名テーマパークパスポートチケ
ット

商店会の歳末売り出し
抽選会は豪華賞品がずらり！

ながぽん加盟店を募集!
流山商業協同組合では、流山共通ポイントカード「流山ながぽんWAONカード」の加盟店を募集して
います。詳細はお問い合わせください。

日程 時間 内容
1月14日
㈫

9時～
12時

市内史跡めぐり（現地見学）
※小雨決行、雨天時は17日と入れ替え

1月17日
㈮

流山のあらましについて、
流山の古代と中世について

1月21日
㈫

市内史跡めぐり（現地見学）
※小雨決行、雨天時は24日と入れ替え

1月24日
㈮

流山の江戸時代について、
明治以降そして現代について

1月28日
㈫

流山の民俗・文化財について、全体のまとめ、
同団体の紹介とボランティア活動報告

1月31日
㈮

10時～
11時30分 検定試験

賞品 必要ポイント 本数（先着順）

有名テーマパーク�
パスポートチケット 4,500ポイント

①江戸川台10本�
②流山8本�
③松ケ丘2本

シクラメン鉢植え 500ポイント
①江戸川台48鉢�
②流山30鉢�
③松ケ丘2鉢

お買い物券(500円) 300ポイント
①江戸川台270枚�
②流山180枚�
③松ケ丘50枚


