主な内容
市内各所で
ひなめぐりや手作り講座などの
ひなまつりイベントを開催…… 8面

令和2年

21

流山市安心メールのご登録を……………………… 2面

No.1559

市・県民税の申告と所得税の確定申告…………… 3面

毎月1日・11日・21日発行

●発行／流山市 ●編集／秘書広報課

（代表） FAX 04-7150-0111
☎04-7158-1111

キッズイベント… …………………………………… 4面

〒270-0192 千葉県流山市平和台1-1-1

胃がん検診に内視鏡検査を導入…………………… 5面

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

2月3日㈪
6時30分
から

コンビニ交付
サービスを開始
マイナンバーカード で
住民票などが取得可能に

2月3日から、マイナンバーカードを使って全国のコン
ビニエンスストアなどのマルチコピー機から住民票や所
得証明書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。
自宅や職場などの近くにあるコンビニエンスストアで
利用できる便利なサービスをぜひ、ご活用ください。
問 市民課☎7150－6075
1023711

マイナンバーに関する問い合わせ
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 9時 30分～17時 30
分（年末年始除く）
カード交付に関するお問い合わせ…市民課☎ 7150－ 6075

利用できる店舗
マルチコピー機（キオスク端末）のある、全国の主なコンビニ
エンスストア ほか

取得できる証明書と手数料
利用できる時間帯
（注）
※いずれも1通 利用可能時間

住民票

印鑑登録証明書

課税
（非課税）
証明書

各300円

6時30分～
23時

各450円

8時30分～
17時15分
※平日のみ

所得証明書

戸籍全部事項証明書
（戸籍謄本）

戸籍個人事項証明書
（戸籍抄本）
戸籍の附票

300円

マイナンバーカードの交付手続きを

①申請方法（これからマイナンバーカードを申請する方）

手数料

証明書の種類

サービスの利用前に

注：各店舗の営業時間内。年末年始とシステム休止日を除く

注意事項
◦サ ービスを利用する場合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です。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。※マイナンバー通知カー
ド、住民基本台帳カード、印鑑登録証での利用はでき
ません。
◦暗証番号を連続して３回間違えると利用できません。
◦取 得した証明書の交換および手数料の返金はできま
せん。
◦本籍地が市外の方は、戸籍に関する証明書については
本籍地に確認してください。

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

②カードの受け取り（既にマイナンバーカードを申請された方）
マイナンバーカードの申請後、交付通
知書が届いた方は、市役所市民課でカー
ドの受け取り手続きを行ってください。

2月 9日に日曜交付を実施

▷受け取れる方＝本人または法定代理人
（本人同伴に限る）

2月 7日までに電話で事前予約を

平日の受け取りが困難な方は、2月 9日
に行う日曜交付をご利用ください。
当日は、2月 7日までに電話で予約いた
だいた方をご案内します。必要書類など
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。

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 2月 9日㈰ 8時 30分～12時
※午後の業務は行いません
所市役所第 1庁舎 1階市民課

今号に掲載の令和２年度事業については、
市議会第 1回定例会の議決を経て実施されます。
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生産緑地地区の
追加指定

防災行政無線を
使った情報伝達訓練

2月28日までに申請を

いざという時のために

流山市安心メールのご登録を

2月19日11時ごろに放送

市街化区域内の農地などを保全するた
め、生産緑地地区の追加指定を行います。
指定を希望する方はお申し込みください。
申 市役所都市計画課で配布の申請書に必
要事項を明記の上、必要書類を添えて2月
3日～28日
（平日のみ）
に都市計画課へ持参
問都市計画課☎ 7150－6087

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 2月19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
問防災危機管理課☎ 7150－6312
1003713

高齢者支援計画
策定のための
調査にご協力を

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。
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。
安心メールの登録方法
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。
1002709
問コミュニティ課☎ 7150－6076

地域災害対策に必要な
備品を整備

調査期間は2月13日まで

無作為抽出した65歳以上の方などを
対象に、生活状況などに関するアンケート
調査を実施しています。 調査結果は流山
市高齢者支援計画策定に向けた資料とし
て活用します。
アンケート調査に回答いただいた後、同封
の返信用封筒をご利用の上、2月13日まで
に投函してください。ご協力をお願いします。
問社会福祉課☎ 7150－ 6079
とうかん

1023954

2

昨年10～12月に初めて
国民年金保険料を納付された方へ

コミュニティ助成事業を活用

控除証明書が送付されます

一般財団法人自治総合センターは、宝く
じの社会貢献広報事業として、自主防災組
織が防災資機材などを購入する場合などに
助成を行う
「コミュニティ助成事業」
を実施し
ています。
コープ野村南流山壱番街自主防災会で
は、今年度の同助成事業を活用して、発電機
（＝写真）
、投光
器などの地域災害対策に必要な備品を整備しました。
問防災危機管理課☎ 7150－ 6312

国民年金保険料は、納付した全額が所得税・市町村民税などの社会
保険料控除の対象となります。昨年 10月1日～12月31日に初めて
国民年金保険料を納付された方には、2月6日に「社会保険料（国民年
金保険料）
控除証明書」
が送付されます。
この証明書は、確定申告の手続き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は、ねんきん加
入者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電話などからは
☎ 03－6630－2525）

市民農園の利用者を募集

国民年金の手続きを忘れずに

東深井市民農園の閉園に伴い、
「こうのす台市民農園」を開園します。ま
た、西深井市民農園が場所を移動し、新たに開園します。
また、別表の市民農園に空き区画があります。 週末の家族のふれあいや
新たな趣味の一つとして、野菜づくりを始めてみませんか。所在地や空き状
況など詳細は、農園を管理する（公社）流山市シルバー人材センターにお問い
合わせください。
申 2月5日～14日に同センターへ

次のようなときには、市役所などで届け出な は、印鑑（本人署名の場合は不要）
、年金手帳と
どの手続きを行う必要があります。 手続きを忘
本人確認ができるものまたはマイナンバーカード
れると将来受け取れる年金額が少なくなった （通知カードの場合は、通知カードと運転免許証
り、受け取れなくなったりする場合がありますの
やパスポートなど本人確認ができるもの）が必
で、忘れずに手続きをしましょう。 手続きの際
要です。詳細は各届け出先にご確認ください。

4月1日からこうのす台市民農園が開園

市民農園名
こうのす台農園
西深井農園
駒木台農園
西初石３丁目農園
名都借農園
大畔農園

区画面積
20㎡
30㎡
15㎡

利用料
（年額）
9,000円
1万円
6,500円
8,000円
6,500円

募集区画
全60区画（新規）
全31区画（新規）
2月1日時点の空き

※利用開始はいずれも4月1日から。応募多数の場合は、2月18日に同センターで抽選。全
農園が井戸ポンプ付き

問同センター☎ 7155－3669

就職・退職などの際は必ず届け出を

国民年金
第 1号
被保険者

確定申告書の作成は便利なインターネットで

所得税の確定申告書は、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナー
（＝二次元コード）で作成できます。収入金額などを入力すると、税額が自動
計算されるほか、青色申告決算書なども同時に作成できますのでぜひ、ご利
用ください。
申告書の作成会場は、松戸税務署や文化会館ともに大変混雑し、
３時間以
上お待ちいただく場合もあります。印刷したものを文化会館で提出すること
や、税務署に郵送することも可能です。詳細は、国税庁ホームページをご覧
になるか松戸税務署へお問い合わせください。
問松戸税務署☎ 047－363－1171
市民税課☎ 7150－6073
1024148

福祉タクシー券の
助成額が変更

どうする

届け出先

厚生年金への加入手続きをする

勤務先

海外に転出するとき

任意加入または国民年金を
やめる手続きをする

海外から転入したとき
（厚生年金加入者、
国民年金第 3号被保険者および
国民年金任意加入者を除く）

国民年金
（第 1号被保険者）
への
加入手続きをする

出産する（した）とき

産前産後免除の手続きをする

国民年金保険料を納めるのが
困難なとき

1002228

作成会場の混雑緩和に
ご協力を

こんなとき
会社などに就職したとき

国民年金
第 2号
被保険者
（厚生年金
加入者）

国民年金
第 3号
被保険者

【学生の方】
学生納付特例を申請する
【学生以外の方】
免除・納付猶予を申請する
（納付猶予は 50歳未満の方のみ可）

保険年金課、
各出張所、
年金事務所

年金手帳を紛失したとき

年金手帳の再交付の手続きをする

口座振替を開始・変更・やめるとき

口座振替納付
（変更・辞退）
申出書を提出する

金融機関、
年金事務所

退職したとき

国民年金 (第 1号被保険者 )への
加入手続きをする

保険年金課、
各出張所

退職後、厚生年金加入者である
配偶者の扶養となったとき

国民年金 (第 3号被保険者 )への
加入手続きをする

配偶者の勤務先

年金手帳を紛失したとき

年金手帳の再交付の手続きをする

氏名や住所が変わったとき（※）

氏名や住所の変更手続きをする

20歳になったとき

国民年金 (第 3号被保険者 )への
加入手続きをする

氏名や住所が変わったとき（※）

氏名や住所の変更手続きをする

配偶者が退職したとき

第 3号被保険者から第 1号被保険者への
種別変更の手続きをする

保険年金課、
各出張所

受給資格期間が足りないときや
年金額を増やしたいとき

任意加入の手続きをする

保険年金課

海外から転入したとき

任意加入被保険者から第 1号被保険者への
切り替え手続きをする

保険年金課、
各出張所

配偶者の扶養から外れたとき

任意加入
被保険者

保険年金課、
各出張所

勤務先

配偶者の勤務先

※国内での住所・氏名変更は、マイナンバーを活用することで手続きを省略することができます。

問保険年金課☎７１５０－６１１０

1000620

本日からタクシー初乗り運賃が変更されるため、福祉タクシー券をお持ちの方は助成金額が変わりますので、利用の際はご注
1001011
意ください。なお、
一部の介護タクシーなどの運賃は変わりません。 問 障害者支援課☎ 7150－ 6081
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31

1

5

1

「所得税の確定申告」の受け付けが始ま
ります。
「市・県民税の申告」は市役所市民
税課で受け付け中です。申 告期限は 月
日㈪ですが、早めの申告をお願いします。
期限を過 ぎてしまうと国民 健康保険料な
どが正しく算出できない場合があります。
また、ご家族の扶養状況なども、源泉徴収
票などの資料を基に再度ご確認ください。
控除の申告や扶養の取り消しなども確定
申告で手続きできます。

30
17

3

表 1 申告相談・受付会場／日時

会  場

松戸税務署（プレハブ会場）

期  間

時  間

2月13日㈭～20日㈭※平日のみ

9時30分～15時30分

申告書の提出

提出可

◎小規模納税者
（所得300万円以下）
の所得税および復興特別所得税、個人消費税の申告
◎年金受給者、給与所得者の所得税および復興特別所得税の申告
対象となる方
※土地、建物や株などの譲渡所得、初めての住宅借入金等特別控除、相続税、贈与税な
どについては松戸税務署へご相談ください。

（２）
松戸税務署主催の申告相談と受け付け
会  場

2月17日㈪～3月16日㈪※平日のみ。ただし、2月24日
（振休）
・3月1日㈰は受け付け

時  間

8時30分～16時

－

会  場
期  間

3－

必要なもの
①給与所得・公的年金などの源泉徴収票
（複数ある場合は、全ての源泉徴収票） ②報酬・
配当などの支払調書 ③保険料の控除証明書
（国民年金保険料、生命保険料、地震保険料
など） ④国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付済み額のお知らせ
ハガキなど ⑤医療費控除の申告をする方：医療費控除の明細書
（領収書の提出は不要）
市・県民税
⑥医療費控除の特例
（セルフメディケーション税制）
の申告をする方：セルフメディケーショ
の申告
ン税制の明細書、一定の取り組みを証明する書類
（健康診断の結果通知書、予防接種の領
収書など） ※いずれの明細書も国税庁ホームページから様式のダウンロードができます。
⑦障害者控除の申告をする方：障害者手帳など ⑧マイナンバーカードもしくはマイナン
バーの通知カードなど番号が分かるものおよび本人確認書類 ⑨印鑑
所得税の 上記①～⑨に加えて、⑩預金口座番号の分かるもの（所得税の確定申告で還付がある場
確定申告 合） ⑪前年の確定申告書、収支内訳書、決算書（税理士会受け付け時のみ必要）

確定申告書第二表
（一部）

申告書の提出

9時30分～15時30分※会場で受付票を配布。例年、大変混雑しますので、
状況により3時間以上お待ちいただくことがあります。
作成済の所得税申告書のみ提出可
（初年度の住宅借入金特別控除を除く）

◎次のいずれかの確定申告書のパソコンによる作成指導と受付収受
1.給与所得者で医療費控除などを受ける方
2.中途退職などにより年末調整が済んでいない方
対象となる方
3.年金収入が400万円以下
（所得税納付済みの方）
で医療費控除などを受ける方
4.年金収入が400万円を超えていて申告が必要な方
5.年金収入が400万円以下で他の所得が20万円を超えている方

配当割額控除：住民税が源泉徴収された
上場株式の配当などで、市・県民税の控除
や還付を受ける場合は、源泉徴収された
住民税額を
「配当割額控除額」
に記入
寄附金控除：ふるさと納税や震災関連の寄
附をした場合は、寄附した自治体名を
「寄附
先の所在地・名称」
に、
寄附の合計金額を
「寄
附金」
に、
「寄附金税額控除」
の
「都道府県、
市
区町村分」
にも寄附の合計金額を記入

【以下の申告相談は松戸税務署の申告相談会場で受け付けます】

文化会館では提出のみ可、必要書類などは税務署にご相談ください。
◎所得税以外の申告(相続税、消費税、贈与税など)※文化会館では作成済みのものも提出できません。
◎分離課税の申告（株式、土地などの譲渡、退職所得など）
◎事業所得・不動産所得もある方で、収支内訳書を作成していない方 ◎青色申告
◎各種住宅減税の適用を受ける方
（住宅借入金等特別控除の初年度
（文化会館での提出も不可）
※省エネ改修、バリアフリー改修、耐震改修、特定増改築など）
◎雑損控除、政党・ＮＰＯなどの寄附金税額控除の申告
◎国外居住親族の扶養控除の適用を受ける方
◎ゴルフ会員権などの譲渡があった方 ◎死亡者、出国者の申告
（準確定申告） ◎国外所得
◎外国年金 ◎外国税額控除に関する申告 ◎修正申告・更正の請求 ◎過年分の申告
（仮想通貨に関する所得など）
◎医療費控除で領収書の返却を希望する場合 ◎税務署の判断が必要な申告

※ 2月21日㈮は、文化会館での相談や提出の受け付けを行いません。

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

住民税に関する事項：該当する場合、全て
記入※記載漏れがあると、市・県民税の税
額などに影響する場合があります。
給与・公的年金等に係る所得以外の所得
に係る住民税の徴収方法の選択：給与・公
的年金以外の所得（事業・不動産など）
の市・
県民税納付方法を口座振替や金融機関など
の窓口で納付にしたい場合、必ず「自分で納
付」
欄にチェック

文化会館

2月25日㈫～3月16日㈪※平日のみ

時  間

申告を

53

※外部記録媒体
（ＵＳＢメモリーなど）
は使用できません。

（３）
市職員による申告書作成補助と受け付け

までに

◆確定申告書の記入、ここにご注意ください

松戸税務署（プレハブ会場）

期  間

３月１6日

申告区分

文化会館

2月14日㈮まで※平日のみ

1

表 2 申告に必要なもの

※会場設置に伴い、税務署の駐車場は 4月下旬まで使用できません。
会場が混雑している場合は、受け付けを早めに締め切る場合があります。

（1）
税理士による無料申告相談と受け付け

問

されています。税務署から送
られてきている方は、必ずそ
の用紙をお使いください。ま
た、申告期間中は市役所市民
税課や各出張所にも用意して
います
（部数・種類に限りあり）
。
国税庁ホームページの「確
定申告書等作成コーナー」か
ら作成することもできます。
【申告に必要なもの】
表 ２参照
【郵送でも受け付け】
郵送する場合は、作成済み
の申告書と控え
（手書きの場合
はボールペン書き）
、その他の
必要書類、申告書の控えを返
送するための封筒
（切手を貼り、
差出人の住所、氏名を明記）を
同封し、〠271 8533松
戸市小根本
松戸税務署
へ郵送してください。

申告書にはマイナンバー
の記載が必要です

確定申告、
市・県民税の申告
の際には、マイナンバーの記
載および本人確認書類の写し
の添付が必要です。
【 マイナンバーカードをお持
ちの方】
マイナンバーカード
（両面）
のみで本人確認が可能です。
【 マイナンバーカードをお持
ちでない方】
次の①番号確認書類と②本
人確認書類が必要です。
① 番 号 確 認 書 類：マ イ ナ ン
バーの通知カードまたはマイ
ナンバーの記載がある住民票
の写し
②本人確認書類：運転免許証、
パスポート、
在留カード、
健康
保険証、障害者手帳などのう
ちいずれか つ

1

所得税の確定申告

【申告が必要な方】
①給与所得の年末調整を受け
ていない方
②控除の追加（保険料控除や医

療費控除、寄附金（ふるさと納

20

税）
控除など）
により、所得税の

2

還付を受ける方（公的年金収入

20

が 400万円以下の方を含む）

③給与収入が 千万円を超え
る方
④給与以外の副収入の合計所
得金額が 万円を超える方
⑤ カ所以上から給与のある方
⑥ 公 的 年 金 収 入 が 400万
円を超える方
⑦ 公 的 年 金 収 入 が 400万
円以下で、他の所得が 万円
を超える方
⑧事業・不動産・譲渡所得など
があり、
税額を計算した結果、
納税の必要がある方
【会場／日時】
表 １参照
【申告書】
必要な用紙は税務署に用意
2

ID

市では、市・県民税の申告のほか、医療費控
除などの簡単な確定申告の自書作成に関す
る相談と提出を受け付けます。確定申告の
相談や受け付け会場は、松戸税務署（プレハ
。
ブ会場）
と文化会館です
（ 表 参照）

15

所得税、
税理士の無料相談について…
松戸税務署☎047 ー363 ー1171
市・県民税について…
市民税課☎7150 ー6073
1024148

療費控除、
寄附金控除、
扶養控
除など）
が必要な方
市・県民税について
※所得がなかった方でも、税
今年の１月１日現在、流山 証明書の交付や国民健康保険
市に住所がある方に課税され 料などの保険料の算定のため
ます。税額は前年の所得に基 に必要な場合があります。
づいて計算され、今年の６月 【申告が必要ない方】
中旬までに通知されます。普 ①所得税の確定申告をする方
通徴収
（納付書）
もしくは特別 ②給与収入のみで、勤務先が
徴収（給与から天引き）
、年金 給与支払報告書を市に提出し
控除の追加
（保険料控
特別徴収
（年金から天引き）
の ており、
寄附金控除、
方法で納付していただきます。 除や医療費控除、
扶養控除など）
が必要ない方
③所得がなく、同一世帯の家
族の扶養になっている方
市・県民税の申告
【会場／日時】
市役所市民税課／平日８時
【申告が必要な方】
分〜 時 分
①令和２年 月 日現在、市
内在住で、令和元年中の合計 【申告書】
昨年、
市・県民税の申告をし
所得金額が 万 千円を超え
た方には、申告書を郵送しま
る方
②令和２年１月１日現在、市 した。申告書が届かない場合
内に住んでいない方で、市内 は、市役所市民税課および各
に事務所や事業所、家屋敷が 出張所に用意してありますの
で、
ご利用ください。
ある方
③年金 400万円以下かつ、 【申告に必要なもの】
他の所得が 万円以下の方で、
表 ２参照
控除の追加（保険料控除や医
20

16

市・県民税の申告
所得税の確定申告

3

特例適用条文等：住宅借入金等特別控除
（住宅ローン控除）がある場合は、
「特例適
用条文等」欄に居住開始年月日を記入※
特定取得に該当する場合は、
（特定）
。特
別特定取得の場合は、
（特別特定）
と記入
※詳細は
「令和元年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」
をご覧ください。

申＝申し込み

問＝問い合わせ

第1559号 令和2年2月1日㈯

「孤育て」にしない
～切れ目のない子育て支援～

こども図書館
アートワーク

わくわくものづくり体験教室

新入園・入学お役立ち
グッズをつくろう

親子で協力して「ものづくり」の楽しさを体感してみません
か。今回は、かわいい 6足歩行ロボット「フォロ」
（＝写真）を
作ります。
日 3月 22日㈰ 9時 30分～12時、
13時～15時 30分
所生涯学習センター
（流山エルズ）
対小学 3年生以上とその保護者 定各 15組
（多数抽選）
費 1,000円
申往復ハガキ
（1人につき 1枚）に住所、
保護者氏名、お子さんの氏名・学年、連
絡先、希望する時間帯、返信用に宛名
を明記の上、2月 27日（消印有効）まで
に〠 270－ 0164流山市流山 2－ 312
流山商工会議所工業部会へ郵送※結
果は 3月 4日以降に通知
問流山商工会議所☎ 7158－ 6111

流山産業博

入園・入学の新生活に向けて、あると
便利な万年カレンダーを作ります。
日 2月 23日㈷ 14時～16時
所おおたかの森センター
対 3歳以上のお子さん※就学前児は保護
者同伴
定 10人
（先着順） 費 500円
（材料代）
申 2月 2日 10時からおおたかの森こど
も図書館に電話
問おおたかの森こども図書館
☎ 7159－ 7041
1023971

親子体験講座を開催

子育て支援シンポジウムを開催
子育てに悩みや心配はつきもの。親子のコミュニケーショ
ンのあり方など、すぐに役立つ情報をお伝えします。市内の子
育て支援専門家から、妊娠期から子育て期まで切れ目のないサ
ポート体制の案内もあります。
日 3月 16日㈪ 9時 30分～11時 50分
所生涯学習センター
（流山エルズ）
講公認心理師 ･那須田眞姫子さん
対妊婦の方から就学前児の保護者の方または子育て支援者
定 30人
（先着順） 費無料
申氏名、
電話番号を明記の上、
市役所子ども家庭課へメール
※一時保育あり（先着 5人。お子さんの氏名、年齢を明記の上、
2月 28日までに要申し込み）
問子ども家庭課☎ 7150－ 6082
kosodate@city.nagareyama.chiba.jp

手打ちうどんに挑戦

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。ぜひご参加ください。
日 ① 2月 8日㈯ 13時～15時 30分② 2月 9日㈰ 13時
～15時 30分、
2月 22日㈯ 9時～11時 30分
所①森の図書館②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
おもちゃのリサイクル
壊れたり、使わなくなった不用なおもちゃがありました
ら、おもちゃ病院にお持ちください。提供いただいたおも
ちゃは修理または、ほかのおもちゃの部品として再生し、必
要としている子どもたちの手に届けます。
1023896
問①森の図書館☎ 7152－ 3200
②クリーンセンター☎ 7157－ 7411
1016384

4

消防救急体験フェア

うどん作り講座

おおたか君と一緒に消防体験

自分で作った打ちた
てのうどんを使って、
けんちんうどんを作り
ます。初心者の方や親
子連れの方も参加でき
ます。
日 2月 16日 ㈰ 9時 30
分～13時
所北部公民館
定 10人（先着順） 費 700円（3食分）※ 7日前からキャン
セル料が発生します。
持三角巾、
エプロン、手拭き
申電話または直接窓口へ
問北部公民館☎ 7153－ 0567

起震車での地震体験
や消防用ホースでの放
水体験、ロープ渡り体験
のほか、消防車・救急車
の展示を行います。子
ども用の防火服も用意
していますので、お子さ
んを連れて記念撮影もできます。家族一緒にぜひ、お
越しください。※天候などにより内容を変更する場合
があります。
日 3月 1日㈰ 9時 30分～12時
所北消防署 費無料 申不要
問北消防署☎ 7152－ 0119
1024198

乳幼児をもつ方の交流の場
（2月）
時間はいずれも10時〜11時30分

飲み物、
ヨガマットまたはバスタオル
野々下福祉会館 すくすくプログラム
問東部公民館☎ 7144－2988
①親子防災カルタあそび
日 2月13日㈭ ･27日㈭ 13時～15時 対 市
内在住 ･在勤で 3～5歳のお子さんとその保
南流山センターのイベント
（先着順）
①親子で一緒にリズム体操
護者 定 各 15家族 30人程度
日 2月21日㈮ 10時～11時 講
（公社）
日本 3B
②子育てママのエクササイズ
日 2月16日㈰ 10時～12時 講 キッズ・レイ
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
ンボー・クローバー代表 ･錠者知美さん
対 市内在住 ･在勤で 0～5歳のお子さんとそ
持動きやすい服装、
タオル、飲み物
（先着順）
の保護者 定 10家族 20人程度
②赤ちゃんと一緒におしゃべり美ヨガ
日 2月25日㈫ 10時～11時 30分 講美ヨガ
③ママと一緒に色あそび
大きな紙に自由に絵を描いて、ランプの笠 インストラクター･出口真由子さん 対 生後
「ランプシェード」
を作ります。
2カ月～ハイハイ期の赤ちゃんとその保護者
日 2月28日㈮ 10時～12時 講 アートハウ
持動きやすい服装、
タオル、飲み物
スいろいろ所属造形作家・上谷知沙子さん
【共通事項】
対 市内在住 ･在勤で 2歳以上のお子さんとそ
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
（先着順）
の保護者 定 5家族 10人程度
問南流山センター☎ 7159－4511
【共通事項】
所野々下福祉会館 費無料
申 2月2日から電話
スクスクプログラム 楽しく遊ぶ 3B体操
問野々下福祉会館☎ 7145－9500
日 3月4日㈬ 11時 ～12時 所 向 小 金 福 祉
（公社）
日本 3B体操協会指導員 ･佐々
会館 講
木澄子さん 対 市内在住 ･在勤 ･在学で 1歳
こども理科実験室
～就学前児のお子さんとその保護者
カガミとレンズのふしぎ
定 20組
日 2月16日㈰ 13時～15時 所北部公民館
（先着順） 費無料 申電話
対 小学生 定 10人
問向小金福祉会館☎ 7173－9320
（先着順） 費 100円
申電話または直接窓口へ
問北部公民館☎ 7153－0567
ママと一緒に 3B体操
日 3月5日㈭ 10時 30分～11時 30分
所 初石公民館 講（公社）日本 3B体操協会指
子育てママのゆるヨガ
骨盤矯正やストレッチを行います。お子さ 導員 ･加藤小百合さん 対 2～3歳のお子さ
（先着順）
ん連れも参加できます。
んとその保護者 定 20組
日 2月19日㈬ 10時 30分～11時 30分
費 1組 500円 持動きやすい服装、飲み物
所東部公民館 対 親子 定 20組
申電話または窓口
（先着順）
費 1組 700円 持 動きやすい服装、タオル、 問初石公民館☎ 7154－9101
かさ

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。25日はおもちゃ病院あり
	日4日・18日・25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。ミニイベントは手遊び、
エプロンシアターなど。おもちゃ病院もあり
日20日㈭ 所南流山福祉会館

各公民館の子育てサロン

お友だちをつくりましょう

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19日㈬ 内手遊び、絵本の読み聞かせ、親子ヨガなど
所北部公民館
（☎7153－0567）
日／内4日㈫／自由遊び※おもちゃ病院もあり

18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20日㈭ 内親子体操。おもちゃ病院もあり。14時まで和
（☎7144－2988）
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18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19日㈬ 内児童館のおもちゃで遊んだ後、親子ふれあい
（☎7159－7031）
遊びをします。 所おおたかの森センター

児童館・児童センター 2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
8日㈯
21日㈮
13日㈭～15日㈯
28日㈮
29日㈯
22日㈯
29日㈯
19日㈬
27日㈭
3日㈪
15日㈯
29日㈯
26日㈬
29日㈯
8日㈯
19日㈬
22日㈯

催し物
ダイビン大会
ミニコンサート
（乳幼児向け）
おひなさま作り
おもちゃ病院
マンカラ大会
ボンバー大会
ピッグ10大会
子育ていろいろ相談会
トランプ大会
親子たいそう教室
（3歳親子20組）
※要申し込み
ウノ大会
卓球教室
影絵鑑賞会（乳幼児向け）
ボンバー大会
大縄大会
リトミック（乳幼児向け）
卓球教室
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人間ドック・脳ドックの
予約はお早めに

新たに胃がん検診に内視鏡検査を導入
50歳以上の方が対象

受け入れ可能件数が残りわずか
今年度の人間ドック・脳ドックの助成は、実施
医療機関によって受け入れ可能件数が残りわず
かです。ご希望の実施医療機関での受診ができ
ない場合がありますのでご注意ください。
既に申請済みの方で実施医療機関への予約を
されていない方は、お早めに予約をお願いしま
す。なお、予約状況など詳細は、各実施医療機関
へお問い合わせください。
問保険年金課☎ 7150－6077
1000575
国民健康保険…
1000613
後期高齢者医療制度…

若年性認知症の
つどい

日頃感じる疑問や不安
を話してみませんか
若年性認知症の方や介護する家
族は、高齢者の認知症とは異なる
悩みや課題を抱えていることがあ
ります。今回は、認知症サポート
医のいけだ内科小児科クリニック
院長 ･池田郁雄さんを講師に迎え、
日頃の疑問や悩みへの助言や、参
加者で意見交換などを行います。
日 3月 11日㈬ 14時～15時 30分
所 南流山センター 対 若年性認知
症の方や介護している家族、市内
在勤の医療・介護専門職の方
定 30人（先着） 費無料 申市役所
介護支援課に電話または氏名、住
所、電話番号を明記の上ファクス
問介護支援課☎ 7150－ 6531
1017020
FAX 7159－ 5055

日程

表 1【市内在住で障害者手帳をお持ちの方対象】
講座名

①機能回復訓練作業療法・理学
療法
②音楽療法
③言語訓練
④手芸
（材料代実費）
⑤カラオケ
⑥中途失明者の点字講座

表 2【点訳ボランティア養成講座
（全 36回）】
対象
点字の読み方打ち方を学び、
将来点訳奉仕員を目指す方

19日㈬
25日㈫

もぐもぐ教室
（予約制）
カムカムキッズ
（予約制）

26日㈬

むし歯予防教室 1回目3日㈪・2回目17
日㈪・3回目28日㈮
（予約制）
①3カ月児…個人通知
健康診査
②1歳6カ月児…4日㈫〜6日㈭
③3歳児…7日㈮・10日㈪・12日㈬
食事相談
（予約制）
平日
成人健康相談（予約制）

献血にご協力を!

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

▷登録方法＝電子申請または住所、氏名（ふりが
な）、性別、生年月日、電話番号、希望する検診の種類
を明記の上、
〠 270－ 0121流山市西初石 4－ 1433
－ 1保健センターへ郵送または直接窓口へ
▷内視鏡検査を受診できない方＝①検診の同意書に同意いただ
けない方②妊娠中または妊娠の可能性がある方③理由に関わら
ず入院中の方④胃の疾患に関する症状がある方⑤胃の病気で治
療中または経過観察中の方⑥胃全摘出術後の方⑦のどや鼻に重
い疾患があり内視鏡が入らない方⑧呼吸不全のある方⑨急性心
筋梗塞や重い不整脈などの心臓の病気がある方⑩明らかな出血
傾向がある方またはその可能性がある方⑪抗血栓薬を服用して
いる方⑫血圧がきわめて高い方⑬その他医師が検査できないと
判断した方
1023600
問保健センター☎ 7154－ 0331

地域支え合い活動に使用する
名簿への登載意向確認
新たな対象者に2月初旬送付

市では、自治会や民生委員などと協働して地域支え合い活動（日
常的な見守り活動や災害時の支援）を推進しています。1月 1日現
在で新たに対象者になった方へ、
「支え合い活動対象者名簿」
（注）に
住所、氏名、生年月日、連絡先などを登載する意向確認の通知を 2月
初旬に送付します。
注：見守りなどを必要とする方の名簿で、活動を行う自治会や民生
委員、警察、消防、地域包括支援センターなどに災害などの緊急時に
備えて普段から提供します。
対象となる方

75歳以上のみの世帯の方

※その他の方で、
名簿への登載を希望する方はお問い合わせください。
1001094
問社会福祉課☎ 7150－ 6079
聞こえのサポーター講座
筆談で対話するテクニックを学びます。
日 3月4日㈬～25日㈬ 10時～12時
所 障害者福祉センター（東深井福祉会館
内） 対 市内在住・在勤・在学の方
定 20人
（先着順）
費 300円
申 2月2日から電話、
ファクスまたは直接窓
口へ
問障害者福祉センター
☎ 7155－3638 FAX 7153－3437

東葛北部５医師会受動喫煙防止市民公開
講座
「こどもをタバコから守ろう」
日 2月24日
（振休）
14時～16時
所スターツおおたかの森ホール
定 450人
（先着順） 費無料 申不要
問流山市医師会☎7155－2324
保健センター☎7154－0331

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。3月
分の予約も可
（3月3日㈫･13日㈮･28日㈯）

母子健康手帳を持参。今月の保健センターは１
歳以上の幼児対象
（その兄弟も相談可）

手続き
名簿への登載を希望する場合
同封の調査票に緊急時の連絡先などを明記の
上、返信してください。
名簿への登載を希望しない場合
同封の不同意の申し出を返信してください。
※どちらも返信がない場合は、住所・氏名・生
年月日など基本事項のみ登載されます。

身体障害者手帳
（1・2級）
、精神障
害者保健福祉手帳
（1級）
、療育手
名簿への登載に同意する場合、 同封の申出書
帳A等、要介護3以上の方、指定
に記入し、返信してください。
難病・小児慢性特定疾病医療費助
成制度の対象の方

【共通事項】
対 市内在住の方 申保健センターに電話
問保健センター☎ 7154－0331

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

保健センター

14日㈮
育児相談

②簡単ヘルシーおいしいおやつ
黒糖もち、ビスコッティなどを作ります。
日 2月18日㈫ 13時～15時
所初石公民館
定 20人
（先着順） 費 300円
持エプロン、三角巾またはバンダナ
③軽スポーツを体験してみよう
日 3月6日㈮ 13時 30分～15時
所キッコーマン アリーナ
定 30人（先着順） 費無料 持動きやすい
服装、飲み物、タオル、室内靴

28日㈮

21日㈮

日時
4月1日～令和3年3月24日の
水曜13時～14時30分

問障害者福祉センター☎ 7155－3638 FAX 7153－3437

18日㈫
20日㈭
27日㈭

14日㈮

日時
月2回木曜※主に北部地区在住の方
月2回金曜※主に南部地区在住の方
時間10時～15時
月2回木曜13時～15時
月2回火曜13時～15時
月2回火曜10時～15時
月2回月曜10時～12時
水曜※個人指導(時間は応相談)

※①～④は送迎あり(お迎え場所応相談)

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）
南流山センター
（9時45分〜10時15分受け付け）
保健センター
（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

3日㈪

X線検査
40歳以上
400円
保健センターなどで
集団検診

障害のある方が、機能回復訓練や趣味的な活動を通じて自立や
交流の充実を図ることを目的とした、年間を通した講座（表1）で
す。点訳ボランティアを目指す方の講座
（表 2）
もあります。
日 4月1日㈬～令和3年3月30日㈫ 所障害者福祉センター
（東深
井福祉会館内） 定 各 20人程度（先着順） 費 無料 申 2月3日か
ら電話またはファクス
（初めての方は面談があります）

健康保健あんない

開催教室

検診方法

内視鏡検査
50歳以上
3,000円
市内契約医療機関での
個別検診

来年度の受講生を募集

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 ❶ 2月13日㈭ ❷ 2月17日㈪ いず れも
13時 30分～15時
所 ❶南流 山センター❷キッコーマン ア
リーナ
定 各 50人
（先着順）
費無料 持動きやすい服装、飲み物、タオ
ル、室内靴

ハローベイビー

対象者
費用

障害者福祉センターの講座

健康・福祉

2月

6月から、Ｘ線検査（バリウム検査）による胃がん検
診よりも胃がんの早期発見が期待される内視鏡検査を
導入します。なお、Ｘ線検査による検診との併用はで
きません。
内視鏡検査を希望する方は、新たに申し込みが必要
です。人間ドックや職場で行われる検診と重複のな
いように申し込みください。内視鏡検査は 2年に 1度
で実施するほか、検診時期は誕生月ごとに異なりま
す。詳細は 5月の保健だよりや市ホームページなど
をご覧ください。

松戸健康福祉センター（松戸保健所）各種無料相談
事業名
思春期相談

実施日
（2月）
時 間
25日㈫
13時30分～15時30分

精神保健福祉相談

6日㈭・17日㈪

即日検査

4日㈫･18日㈫

夜間検査

18日㈫

酒害相談

エイズ
検査
DV相談

20日㈭

電話
（予約不要）

平日

来所

原則金曜

（予約不要）
障害者 電話
月・火・木・金曜
差別相談
来所

14時～16時

14時～16時30分

問・予約

☎047ー361ー2138

☎047ー361ー2139
13時30分～14時
※予約は1週間前の
17時15分～18時15分 9時から。定員あり
9時～17時

☎047ー361ー6651
  ☎047ー361ー2346
FAX 047ー367ー7554

※予約制。相談内容など、詳細はお問い合わせください。

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

救急医療

受付時間
場所
19時～20時30分
保健センター内
9時～11時30分
平日夜間・休日診療所
内科・小児科
（西初石4－1433－1）
休日
13時～16時30分
☎7155－3456
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。
平日夜間

内科・小児科

平成31年2月～3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
2歳2カ月児対象
（全3回）
。1歳6カ月児健康診査
【夜間小児救急
（21時以降）
】
時に申し込み。申込者に個人通知
令和元年11月生まれの乳児対象
▷診療日時＝ 21時〜翌 8時 所 東葛病院
（中 102−1）
☎ 7159−1011
平成30年7月生まれの幼児対象
【休日夜間】
平成28年10月生まれの幼児対象
市ホームページをご覧になるか消防防災課（☎ 7158− 0151）へお問
生活習慣病などの食事指導
い合わせください。
生活習慣病などの健康に関する相談
1000757
問 保健センター☎ 7154－ 0331 FAX 7155－ 5949

日 2月21日㈮9時30分～11時 所 上下水道局 ▷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

第1559号 令和2年2月1日㈯

★古文書講座

★学校教育課の会計年度任用職員

江戸時代に書かれた毛筆のくずし字を読
むためのコツを、
分かりやすく解説します。
日 3月14日㈯13時～15時
所 森の図書館
講 東京堂出版編集部・小代渉さん
定 50人
（先着順） 費 1,000円
（資料代）
申 2月6日10時から電話または直接窓口へ
問 森の図書館☎7152－3200
1023895

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学校サポート看護師※要看護師免許
▷勤務日時＝週3～5日
（応相談）
▷勤務場所=市内の小･中学校
内 児童･生徒への医療的な処置、養護教
諭の補助、特別活動および課外活動への
協力 ほか
▷時間給＝1,698円
（交通費別途）
1001360

縦覧 どなたでもご覧になれます
★おおたかの森HITOKIWA地区
地区計画の案
日 2月3日㈪～17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、2月
17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
問 都市計画課☎7150－6087
1021514

②学校給食の配膳員
▷勤務日時＝学校給食実施日10時～14時
▷勤務場所=市内の中学校
▷時間給＝963円
（交通費別途）
1021492

【共通事項】
▷募集人数＝若干名
申 市役所人材育成課で配布の申込書
（市
ホームページからもダウンロード可）に必
要事項を明記の上、2月21日（必着）
まで
に〠270－0192流山市役所学校教育課
に郵送または持参
問 学校教育課☎7150－6104

求人

その他

★家庭児童相談員

★うんがいい! マルクト

来年度の会計年度任用職員として募集
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。
▷勤務日時＝平日9時～17時※週3日
▷勤務場所=市役所子ども家庭課
内 子育ての悩み、児童虐待のほか家庭に
係る幅広い問題の相談対応（電話相談や
家庭訪問など）
、関係機関との連絡調整な
どのケースワーク業務 ほか
▷応募資格＝次のいずれかに該当する方①
社会福祉士または精神保健福祉士の資格
を有する方②保育士や社会福祉主事たる
資格を有し、2年以上相談業務経験がある
方③教員免許を有する方※勤務経験によ
り指定の講習を受講していただく場合あり
▷時間給＝1,866円
（交通費別途）
▷募集人数＝若干名
申 市役所人材育成課で配布の申込書
（市
ホームページからもダウンロード可）に必
要事項を明記の上、2月26日
（必着）
までに
〠270－0192流山市役所子ども家庭課
に郵送または持参
問 子ども家庭課☎7150－6082
1023935

2月

所 運河駅ギャラリー(運河駅自由通路内)

内 産直野菜・工芸品などの販売

問 利根運河交流館☎7153－8555（月･
火曜休館）

任侠「流れの豚次伝」の第一作、流山を
舞台に繰り広げられる動物が主人公の落
語のほか、シリーズの中から選りすぐりの
2作を講談と浪曲でお届けします。
日 2月15日㈯14時から
所 スターツおおたかの森ホール
▷出演＝三遊亭白鳥さん、神田鯉栄さん、
玉川太福さん
費 2,500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：
0120－240－540※
カンフェティ
（
平日10時～18時）
問 スターツおおたかの森ホール
☎7186－7638

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。

その他の相談

❶法律相談
（予約制）
火・木曜（13時～15時 40分）
11日を除く
❷悩みごと相談
（予約制）
人権・行政
月曜
（10時～15時）
24日を除く
❸税務相談
（予約制）
26日
（13時〜16時 30分）
❹登記相談
（予約制）
12日
（13時〜15時 40分）
❺交通事故相談
（予約制）
17日
（10時〜15時）
❻不動産相談
（予約制）
19日
（13時〜16時 30分）
❼暮らしの手続き相談
（予約制）

千葉県生涯大学校の
入学生を募集（2次）

1002359

21日
（13時〜16時）

月〜金曜
（8時30分〜17時）
☎7158－1616

①歌のひろば
日 2月19日㈬13時～14時30分
定 180人
②映画のひろば
尾びれを失ったイルカと少年の絆を描
いた
「イルカと少年」
を上映します。
日 2月19日㈬15時～17時
【共通事項】
所 北部公民館
費 無料 申 不要
問 北部公民館☎7153－0567

kyodo3@mz.pref.chiba.lg.jp

里親制度説明会
（子ども家庭サポー
トセンターちば
「オレンジの会」
主催）
日 2月22日㈯13時～15時

所 生涯学習センター
（流山エルズ）
費 無料

申 子ども家庭サポートセンターちば
「オレ
ンジの会」
へ電話
問 同会☎0470－28－4288
子ども家庭課☎7150-6082

夫源病・妻源病の治し方
体の不調の何割かは配偶者が原因?
医師がみた、妻も夫も幸せになれる関
係づくりをお話しします。
日 2月16日㈰14時～16時
所 ホテル ザ・マンハッタン
（千葉市）
講 大阪大学人間科学研究科未来共創セン
ター招へい教授･石蔵文信さん
定 200人
（多数抽選） 費 無料
申 2月5日までに千葉県男女共同参画課
へファクス、メールまたは電話※1歳〜就
学前児の一時保育あり
（要申し込み）
問 千葉県男女共同参画課
☎043－223－2376

市民ギャラリー

今月の展示

市役所１階市民ギャラリーで
次の展示を行います。

2月3日㈪～3月3日㈫

流山花いっぱい
お雛様絵手紙
ひな

NPO法人ひろがる和の作品を
展示します。
問 ㈱アーテック☎7154－1441
1001703

生涯学習センター
（流山エルズ）
の講座
講座名

期 日

時 間

費 用

健康セミナー
～花粉症対策～

2月23日㈷

10時～11時

無料

身体がグーンと
伸びるストレッチ

①2月17日㈪
②3月16日㈪

にん きょう

★三遊亭白鳥
「任侠流山動物園」

相談あんない

市民相談室の相談

FAX 043－222－0904

★北部公民館のイベント

日 2月2日㈰10時～16時
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●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）
7日・14日・28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

短期間で学べる
パソコン講座

各800円
①11時～12時
定各30人
（先着順）
②13時～14時
持飲み物、タオル

①ワード基礎:2月3日㈪～5日㈬
②エクセル基礎:2月12日㈬～14日㈮
③ワード応用:2月17日㈪･18日㈫
④エクセル応用:2月20日㈭･21日㈮
⑤Windows10の使い方:2月27日㈭･28日㈮

10時～12時

①②3,060円
③④⑤2,040円

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
（3月）
●初石公民館のパソコン講座
講座名

問 初石公民館☎ 7154－9101

期 日

マンツーマンパソコン 3月9日㈪
初心者教室
10日㈫

時

内

容

13時30分～ パソコン入門、ワード、エクセル、メール・インター
16時30分
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

●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）
8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

間

持ノートパソコン

☎ 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）
17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

応募方法など詳細は、お問い合わせください。 対 県内在住の原則 60歳以上の方
所＝市役所高齢者支援課などで配布 問 同大学校事務局☎ 043－ 266－ 4705

申 電話

4日・28日
（18時30分〜20時30分）
江戸川台福祉会館
9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）
14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

▷募集期間＝ 2月 28日まで

▷願書配布場

第1559号 令和2年2月1日㈯
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なが れや まノート
★スマートフォン基本講座
日 2月7日㈮･18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 2月2日9時から電話
問 思井福祉会館☎7159－5666

★東部公民館の講座
①いきいきスクエアステップ
日 2月12日㈬13時～14時30分
費 100円
持 運動できる服装、
タオル、
飲み物、
運動靴
申 不要
②やさしい和菓子作り かるかん饅頭（鹿
児島）
作り
日 2月17日 ㈪12時30分 ～14時30分
※キャンセルは7日前まで
定 20人
（先着順） 費 700円
持 エプロン、バンダナ、マスク、手拭き、布
巾、台布巾、持ち帰り用の容器
申 電話または直接窓口へ
【共通事項】
所 東部公民館
問 東部公民館☎7144－2988
ま んじゅう

★新米ママ講座
（全２回）
栄養士･助産師の育児アドバイス
日 2月18日㈫10時～13時、3月10日㈫

10時～12時 所 南流山福祉会館
対 生後6カ月くらいまでの赤ちゃんとその
（先着順）
母親 定 25人
費 2月18日のみ700円
（昼食代）
申 住所、氏名、電話番号、赤ちゃんの氏名・
生年月日を明記の上、
ＮＰＯ法人nakocco
にメール
（ nakocco@gmail.com）
問 南流山福祉会館☎7150－4320
な

こ

っ

定 80人
（先着順）

日 2月21日㈮13時30分～15時30分

★は市または指定管理者などの主催のもの

講座・講演

所 生涯学習センター
（流山エルズ）

★スマホ・パソコン無料相談会

費 1,000円
（飲み物代含む）

所 南流山福祉会館

申 電話または直接窓口へ

定 15人
（先着順） 費 無料

☎7150－7474

対 市内在住・在勤・在学の方

問 生涯学習センター
（流山エルズ）

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

こ

★向小金福祉会館の講座･イベント
①シニアから始めるピアノ体験
紙けんばんと指番号を使用し、気軽にピ
アノを楽しみましょう。
日 2月21日㈮13時30分～14時30分
定 5人
（先着順）
費 無料
②3WAY春色お花のチャームを作ります
バッグや帽子、コサージュなどさまざま
な使い方ができる飾り物を作ります。
日 3月6日㈮13時30分～15時30分
講 エムポワール主宰･藤本ますみさん
定 5人(先着順)
費 3,000円(材料代含む)
持 はさみ、ピンセット、作品を持ち帰る袋、
グルーガン(お持ちの方のみ)
【共通事項】
所 向小金福祉会館
対 市内在住･在勤･在学の方
申 2月2日9時から電話
問 向小金福祉会館☎7173－9320

★折り紙教室
桃の節句を前に、
ひな人形と季節の花を
作りませんか。
日 2月18日㈫13時～15時
所 平和台福祉会館 定 16人
（先着順）
費 100円 持 ピンセット
申 電話または直接窓口へ
問 平和台福祉会館☎7158－4264

★野々下福祉会館の講座･イベント
①個人指導によるパソコン教室
（全2回）
日 2月20日㈭･21日㈮13時30分～16
時30分 費 2,500円
②初・中級者のための英会話サロン
市内在住のフランス人･オーン・クロー
ディアさんと一緒に英会話を楽しみます。
日 2月21日㈮10時～11時30分
費 1,000円
（資料代、
お茶とお菓子付き）
【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 2月2日から電話
問 野々下福祉会館☎7145－9500

★初めての社交ダンス講習会
社交ダンス初心者またはリード可能な
熟練者の方の講習会です。持ち物など詳
細はお問い合わせください。
日 2月22日㈯13時～15時30分

万華鏡ギャラリー見世蔵のイベント
①万華鏡スプリングコレクション
市内在住の万華鏡作家 ･中里保子さんをはじめ、国内外の
作家による桜や菜の花など春をイメージした万華鏡の数々
を展示します。
日 2月 11日㈷～3月 29日㈰ 10時～17時 費無料
②歴史と文化のトーク＆トーク in ながれやま
利根運河〜市民がつくる、
人と自然・交流の未来〜
オランダ人技師ムルデルの設
計・監督により明治 23年に完成
した利根運河は、明治・大正期に
は多くの船で賑 わい、桜の植樹
や運河大師の創建など、観光名
所としても栄えました。近年で
は「近代化産業遺産」などにも認定され、豊かな自然ととも
にその歴史的な価値が評価されています。
今回は、利根運河の環境を活かしたイベントを企画する
市内在住の小名木紀子さんを迎え、利根運河に代表される
流山の自然環境の保全と活用方法などを語り合います。
にぎ

い

日 3月 7日㈯ 13時 30分～15時

費 500円※中学生以上 20歳未満は 300円

③中里保子さんの万華鏡作り講座
クリスタルフラワーの万華鏡を作ろう !
筒の部分にはシックで上品な箔 押
しのエンボスペーパーを使用し、模様
となる部分はバーナーワークガラス
とマイクロビーズで可 憐 なお花の映
像が展開します。
日 3月 8日㈰ 10時 30分～12時、
13時
30分～15時
定各 20人
（先着順） 費 4,500円
【共通事項】
所①見世蔵②③流山福祉会館
（見世蔵で受け付け）
申①不要②③見世蔵に電話、
ファクスまたは直接窓口へ
FAX
問 見世蔵☎・
7190－ 5100（月・火曜休館、祝日の場合
は開館）
misegura.nagareyama@gmail.com
はく

か

青木☎ 7154－1522
■夢絵の会 絵画展 =2月7日㈮～13日㈭
10時 ～16時（7日は 13時 から）
、ギャラ
1007526
問 秘書広報課☎7150−6063
。 無料 問 中川☎
リー愉 YOU(南 流 山 8）
7158－7116
イベント
■生涯大学校フォトクラブ第 16回写真展
■第 10回流山市美術家協会 会員大作展 =2月10日㈪～16日㈰ 10時～17時（10
（市教委後援）=2月3日㈪～9日㈰ 9時～ 日は 13時から、16日は 16時まで）
、生涯
21時
（3日は 13時から、9日は 15時まで）
、 学習センター（流山エルズ）
問
。 無料 堀込
生涯学習センター（流山エルズ）
。 無料 問 ☎ 090－8002－2768
俊☎ 090－8035－1564
■山田恭弘 新春オカリナコンサート
（ダ・
■グラウンド・ゴルフを始めてみませんか？ カーポ流山主催）
=2月16日㈰13時 30分～
老人力アップと健康増進に…（流山市グラ 15時 30分、おおたかの森センター。2,000
ウンド・ゴルフ協会中部支部主催）=2月5 円 ※ 要 申し込 み 問 鈴 木 ☎ 080－1167－
日～26日の水曜 9時～11時、コミュニティ 7442
プラザ。 無料※要申し込み。 雨天中止 問 ■太陽クラブ グランドゴルフ体験会 =2月

しみんの 伝言板

ゆう

無料税務相談

定 30人
（先着順）

れん

★リサイクル講座
①健康布ぞうりづくり
日 3月2日㈪10時～16時
定 20人
（多数抽選） 費 300円
1024180

み

②干支の置物シリーズ〜巳〜
日 3月6日㈮10時～16時
定 10人
（多数抽選） 費 50円
1021528

【共通事項】
所 クリーンセンター
持 不用布、
昼食など
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、2月20
日（いずれも必着）までに〠270－0174
流山市下花輪191クリーンセンターへ郵
送または持参
問 クリーンセンター☎7157－7411

★就職個別相談セミナー 採用に
つながる応募書類の書き方
日 3月4日㈬13時～15時30分

所 ジョブサポート流山
（江戸川台駅前庁舎

３階） 対 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

市民活動公益事業便り
市では、協働まちづくりの実現に向けて、自
主的な市民公益事業に対して「流山市民活動公
益事業補助金」を交付しています。今回は流山
失語症友の会主催の講座を紹介します。
問コミュニティ課☎7150－6076

失語症の理解と支援のための啓発事業

公開講演会失語症の理解のために
(流山失語症友の会主催)

武蔵野大学人間科学部人間科学科教授･小嶋
知幸さんを講師に迎え、公開講演会を開催しま
す。
日３月7日㈯14時～16時
所生涯学習センター(流山エルズ)
費 無料
申 不要
問荒井☎7155－4647

20日㈭ 9時～11時 30分、東深井地区公
園。 無料※要申し込み。 雨天の場合は
27日㈭ 問 石井☎ 090－6010－1539
■第 67回チャリティー歌謡ショー（流山市
歌謡演芸連合会主催）
＝2月23日㈷ 10時
～17時、文化会館。無料 問 事務局☎ 090
－6510－2487
■江波太郎小林洋子オカリナデュオコン
サート追加公演（音楽の陽だまり主催）=2
月27日㈭ 13時 30分～15時 30分、生涯
学習センター（流山エルズ）
。2,500円※
要申し込み 問 伊藤☎ 090－7414－7840
■ 2019年度千葉県生涯大学校陶芸卒業
記念作品展（同実行委員会主催）=2月28
日㈮～3月2日㈪ 10時～17時 (2日は 16
時まで）
、生涯学習センター(流山エルズ）
。

無料 問 事務局☎ 7152－1181
■第 41回運河塾 野鳥の保護・リハビリと
放鳥
（利根運河の生態系を守る会主催）=2
月29日㈯ 13時 30分～16時 20分、生涯
学習センター
（流山エルズ）
。300円、高校
生以下無料 問 新保☎ 7154－6746
■オランダ語で歌ってみようコーラス体験
会
（NPO法人NIFAワールドハーモニー主催）
=3月13日㈮10時～11時30分、
生涯学習セ
ンター(流山エルズ）
。無料※要申し込み 問
事務局 nifa-support@bz04.plala.or.jp
■甲状腺エコー検査 in 流山
（健康調査
TEAMながれやま主催）=4月19日㈰ 10時
～17時、鰭ケ崎南流山一丁目自治会館
（カ
エル会館）
。2,000円※要申し込み 問 上田
☎ 090－7803－2018

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 2月 13日㈭ ･27日㈭いずれも 10時～12時、13時～15時
葉県税理士会松戸支部 費 無料 申 電話 問 同支部☎ 047－ 366－ 2174

所千

今月の
納税・納付

市の人口と予算〈8月1日現在〉
令和2年
No.1559

毎月1日・11日・21日発行

（ ）内は前月比／前年同月比
【人口・世帯】
合計 ＝ 158,329 人 （＋113 ／＋ 2,619 ）
男 ＝ 78,672 人 （＋ 66 ／＋ 1,311 ）
女 ＝ 79,657 人 （＋ 47 ／＋ 1,308 ）
世帯 ＝ 62,081 世帯（＋ 89 ／＋ 1,881 ）

21

●〒270−0192 千葉県流山市平和台1−1−1 ☎04-7158−1111（代表）
●流山市のホームページアドレス http://www.city.nagareyama.chiba.jp/

●発行／流 山 市
●編集／秘書広報課

●市・県民税(第4期) ●国民健康保険料
（第9期）
●介護保険料
（第9期） ●後期高齢者医療保険料
（第8期）
1000531
納税・納付は便利な口座振替で

【予算】
一 般 会 計 ＝ 389億3,562万6千円
特別・企業会計 ＝ 352億5,136万8千円

一茶双樹記念館・杜のアトリエ黎明のひなまつり

123456789

一茶双樹記念館

杜のアトリエ黎明

びな

「つるし雛づくり講座」
受講生の作品や工芸作家による創作雛、流山本
町の昔ながらの雛人形など、さまざまなおひなさまを展示します。また、
期間中は子どもから大人まで楽しめるさまざまなイベントを実施します。
日２月15日㈯～３月8日㈰９時～１７時 所一茶双樹記念館
費大人 110円、小・中学生５5円
（いずれも入館料）

期間中のイベント
イベント
（★は「流山本町ひなめぐり実行委員会」と共催）
★流山のわらべ歌をうたう会
～古老から集めた流山のわらべ歌をうたう～
★お手玉づくりの会
～俵型・座布団型の２種類のお手玉づくり～

★昔遊びの会～お手玉、おはじき、あやとり、手遊び～

日時

定員
（先着順）

2月15日㈯13時30分～15時

50人

2月26日㈬10時～11時30分

15人

ながれやまマーチ ひなまつりコンサート
～心浮き立つ春の曲を楽しもう! ～

2月29日㈯13時30分～15時

20人

3月1日㈰13時30分～14時30分

50人

茶道体験～初めての方、お子さんもどうぞ!!～

3月8日㈰11時から、13時から

各15人

流山本町ひなめぐり2020
切り絵行灯とともに
あ

ん

ど

費用
500円
（お茶と
お菓子付き）
200円

持裁縫道具

入館料のみ
510円
（お茶と
お菓子付き）

ひな

流山商工会議所と流山本町の 40店舗に雛 人
形の切り絵（作・飯田信義さん）をデザインした
のぼり旗を掲げ、メインキャラクターのうさぎ
雛（＝写真）やたくさんのひな飾りで流山本町に
春を呼び込みます。
プチイベントや特別メニューなども盛りだく
さん。歴史ある流山本町の春をお届けします。
日 2月 15日㈯～3月 8日㈰
所流山本町地域の参加店舗
問流山商工会議所☎ 7158－ 6111

【共通事項】
申いずれも電話、
ファクスまたはメール※当日申し込み可
問一茶双樹記念館☎・FAX 7150－5750
（月曜休館、祝日の場合は翌日）
info@issasoju-leimei.com

流山をA・RU・KU

ん

（流山商工会議所主催）

「つるし飾りちくちくの会」の皆さんにより、
段飾りの雛人形を主役に、伝統的なつるし飾り
や花飾り・手まりなどを華やかに展示します。
また、期間中は
「つるし飾りちくちくの会」
主宰・
伊藤繁子さんによる
「つるし飾りづくり講座」
も
開催します。
日２月15日㈯～３月8日㈰９時～１７時 所杜のアトリエ黎明 費無料
【つるし飾りづくり講座】
日 ／ 内２月２2日㈯／ねずみづくり、2月29日㈯／桜づくり※時間はいずれ
（先着順） 費各 1,200
も10時～12時、１３時３０分～１５時 30分 定各５人
円
（材料代） 持裁縫道具

春を呼び込む流山本町ひなめぐり
流山商工会議所が主催する流山本町ひなめぐりに合わせ、
流山本町を巡ります。
歴史と情緒ある流山本町界隈の店舗や流山商工会議所などに飾られるひな人形を
眺めながら、歴史ある流山本町の春を一緒に歩きませんか。
日 2月 21日㈮ ･28日㈮、
3月 8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
▷コース＝流山おおたかの森駅前観光情報センター→市役所→流山本町ひなめぐ
り→一茶双樹記念館→流鉄平和台駅付近
（解散）
定各 25人
（先着順）
費各 100円
（保険代）※バス代、
入館料実費
申電話、
メールまたは直接窓口へ
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
かいわい

5月3日 祝
～5日 祝

NAGAREYAMA
国際室内楽音楽祭2020
2月15日からチケット販売開始

スターツおおたかの森ホールの開館 1周年を迎える今年、市内在住の
世界的ピアニストのパスカル・ドゥヴァイヨンさん、
村田理夏子さんのプ
ロデュースによる音楽祭を 3日間にわたって開催します。
国内だけでなく海外で活躍する一流演奏家たちの迫力ある演奏を間近
で聴くことができるこの機会をぜひ、スターツおおたかの森ホールでお
楽しみください。詳細は、今後の広報ながれやまや市ホームページなど
でお知らせします。
▷出演者＝フィリップ ･グラファン（バイオリン）
、サン＝ジン・キム（ビ
オラ）、趙静
（チェロ）
、
工藤重典
（フルート）
、
チャールズ・ナイディック（ク
ラリネット）
、
吉野直子
（ハープ）
、
山口由美
（ファミリーコンサート語り）、
村田理夏子（ピアノ）、パスカル ･ドゥヴァイヨン（ピアノ）※出演者は変
更となる場合があります
費 各 3,500円、3日間共通券 9,000円、5月 5日のファミリーコンサート
のみ 1,000円
（いずれも全席指定）
※ファミリーコンサートを除き未就学
児の入場不可

フィリップ ･グラファン

サン＝ジン・キム

趙静

工藤重典

チャールズ・ナイディック

吉野直子

山口由美

村田理夏子

パスカル ･ドゥヴァイヨン

チケットの購入方法
窓口：2月 15日 10時から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：2月 17日 10時からスターツおおたかの森ホール、カ
ンフェティ
0120－ 240－ 540※平
電話：2
 月17日10時からカンフェティ（
日10時～18時）
問スターツおおたかの森ホール☎ 7186－ 7638

1024178

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。

