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主な内容

審議会などの委員の年間公募予定… …………… 2面
市独自の「学生応援給付金制度」を令和３年度も実施…… 3面
認可外保育施設などを利用する保護者の方に助成金…… 4面
南流山に高齢者ふれあいの家「みんなのおうち」がオープン…… 5面

流山本町の歴史が刻まれた建築物
国登録有形文化財
秋元家住宅土蔵の内部をさぐる…… 8面

令和3年

1 No.16014

新型コロナワクチン
接種準備の状況

4月中旬から、医療従事者などを対象としたワクチン接種を開始します。3月中に県からワクチンが配分されなかったことで、遅れが生じていますがワクチ
ンが届き次第、65歳以上の方で施設に入所されている方から順次接種を開始します。詳細は決まり次第お知らせします。問保健センター☎7154－0331
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　市では、つくばエクスプレスを運営する首都圏新都市鉄道株式会社との共同
事業として、おおたかの森児童センターを整備し、本日オープンします。
　これまでの児童館・児童センターにはなかった調理活動室のほか、子育て家
庭へのサポート機能として子育て相談室や一時預かり保育室も設けています。
問子ども家庭課☎︎7150−6082　 1029945

みんなであそぼ！

が

▷所在地＝おおたかの森西二丁目7番地の1（つくばエクスプレス高架下）
▷利用時間＝9時～17時（5～8月は18時まで）　▷休館日＝日曜・祝日、年末年
始　▷設備＝遊戯室、集会室、工作室、図書室、体育室、一時預かり保育室、子育
て相談室、調理活動室、赤ちゃんほっとスペース（授乳室、おむつ替えスペー
ス）、駐車場（14台分）、駐輪場（29台分）　▷電話＝☎︎7150ー7331

　冠婚葬祭や買い物、リフレッシュなど、お子さんの保育が
難しい場合にお気軽にご利用ください。
対市内在住の生後6カ月以上の就学前児
▷利用料金＝最初の1時間1,000円、以降30分ご
とに500円（30分未満切り上げ）
【利用時の注意点】
◦1日の利用は原則4時間まで（4時間以上の利用は要相談※2回目以
降の利用の方に限る）
◦利用限度は月15日以内※連続利用は3日まで
◆予約方法
　利用日の１カ月前～前日（空きがあれば当日も可）に下記
予約専用電話またはおおたかの森児童センターホームペー
ジ（＝二次元コード）から
※初めて利用する方は事前面談がありますので、まずは予約専用電話
へお問い合わせください。
▷予約専用電話＝☎070－2467－8635

施設概要

一時預かり保育

オープン
おおたかの森児童センター
本日
から

　施設見学をしながら館内を巡り、ス
タンプを集めた方にプレゼントを差
し上げます（数に限りがあります）。
日 4月3日㈯14時～16時　申不要

オープン記念! 
施設見学＆スタンプラリー

調理活動室

遊戯室

体育室
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千葉県知事選挙の結果 3月21日、千葉県知事選挙が行われ、新人の熊谷俊人氏（1,409,496票）が当選しました。投票率は全体では38.99％、本市
では38.25％でした。問選挙管理委員会事務局☎7150－6100　 1009307

　
令
和
３
年
度
中
に
委
員
の
公
募

を
予
定
し
て
い
る
審
議
会
な
ど
は

別
表
の
と
お
り
で
す
。
審
議
内
容

な
ど
詳
細
は
各
担
当
課
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
各
委
員
の
募

集
の
詳
細
は
、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
。

　
市
で
は
、審
議
会
な
ど
の
女
性

委
員
の
割
合
を
４
割
以
上
と
す
る

こ
と
を
目
標
と
し
て
お
り
、一
時

保
育
な
ど
、子
育
て
中
の
方
も
参

加
し
や
す
い
環
境
づ
く
り
を
推
進

し
て
い
ま
す
。

問
情
報
政
策・改
革
改
善
課

☎
7
1
5
0

－

6
0
7
8

1
0
0
9
3
7
3

ID

審議会などの名称 審議概要 公募時期 募集予定
人数

会議の回数
（年間） 委嘱期間 問い合わせ先

子ども・子育て会議 子ども・子育て施策に関す
る事項について

4月 5人 4回

2年間

子ども家庭課 
☎7150－6082

通学区域審議会 土地区画整理事業地区
に係る通学区域について

学校教育課 
☎7150－6104

都市計画審議会 都市計画に関する事項に
ついて 5月 1人 1回 都市計画課 

☎7150－6087

行財政改革審議会 行財政改革の推進に関す
る事項について

6月

5人

6回 情報政策・改革改善課 
☎7150－6078

廃棄物対策審議会 廃棄物対策に関する事項
について 3回 クリーンセンター 

☎7157－7411

環境審議会
流山市地球温暖化対策
実行計画（区域施策編）
の改訂について

7月 4回 環境政策課 
☎7150－6083

福祉施策審議会 福祉施策に関する事項に
ついて 8月 7人 6回 社会福祉課 

☎7150－6079
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国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料に
未納がある方へ

スマホなどからいつでもどこでも

令和3年度予算案などを可決

4月18日㈰に休日納付相談会を実施

市税などの納付は
キャッシュレス決済が便利

市議会第1回定例会が閉会

　国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料に未納があって、平日に市役所へお
越しになれない方を対象に、休日納付相談会を実施します。新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため、当日は窓口だけでなく電話でも相談をお受けします。
　納付相談を受けずに未納が続くと、財産の差し押さえなどの法的措置を取らざるを得な
くなります。
　皆さんの医療費などは保険料で賄われています。保険料を期限内に納付することが困難
な方や、保険料に未納がある方は、必ずご相談ください。
日 4月18日㈰9時～16時30分
所 市役所保険年金課※納付相談は平日も保険年金課で行っています。
問保険年金課☎︎7150－6077

　お支払いのためにコンビニや金融機関に出向くことなく、スマートフォンなどから
キャッシュレス決済を利用して、市税や国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険の各
保険料、保育料が納付できます。利用しやすい方法を選択いただき、期限内の納付にご協力
ください。なお、各納付方法の手続きなどの詳細は、市ホームページをご覧ください。

　令和3年市議会第1回定例会が、2月18日から3月22日まで開かれました。令和3年度一
般会計予算など市長提案37議案、議員提出8議案、計45議案が提案され、そのうち40議案
が可決、1議案が修正可決され閉会しました。
問総務課☎︎7150－6067
監査委員の選任
　監査委員の佐々木健一氏の退任に伴う人事案件では、 生泰久氏を後任
とする議案が同意されました。
【監査委員・ 生泰久氏の略歴】
　昭和30年生まれ。上智大学法学部卒。TASU税理士法人代表社員。
問監査委員事務局☎︎7150－6101

注：納期限または指定期限を過ぎているものは利用できません。

納付方法 LINE Pay 請求書支払い
1023913

クレジットカード
（Yahoo! 公金支払い）

1000530

モバイルレジ
1000529

利用できる端末 スマートフォン スマートフォン、パソコン スマートフォン
利用できる納付書（注） バーコード付きの納付書 納付書 バーコード付きの納付書

備考
事前に「LINE Pay」への登
録および納付金額のチャ
ージが必要です。

納付金額が1万円を超える
部分に対して、1万円ごと
に110円（税込）の決済手数
料がかかります。

事前に金融機関へモバイ
ルバンキングの申し込み手
続きが必要です。

【ご利用にあたっての注意事項】
◦車検などで納税証明書の発行をお急ぎの方や領収書が必要な方は、納付書に記載のある
コンビニや金融機関の窓口で納付してください。◦すでにキャッシュレス決済で納めた納
付書を使用して、窓口納付をしないようご注意ください。◦支払い手続き完了後に、納付を
取り消すことはできません。
問市税について…税制課☎︎7150－6072
保険料について…保険年金課7150－6077
保育料について…保育課☎︎7150－6124

※新型コロナウイルス感染症拡大防止などのため、内容が変更となる場合があります。

便利な口座振替のご利用を

市職員の人事異動

市税などの納税・納付は期限内に
　納付は、納め忘れの心配がない口座振替（自動払い込み）をお勧めします。口
座振替の手続きは、納期限の２カ月前までに各税目・保険料ごとに、直接金融機
関などで行ってください。
　なお、一時的に市税などを納付することが困難な場合は、徴収猶予などの制
度がありますので各問い合わせ先にご相談ください。

　本日4月1日付で、市職員の人事異動を行いました。部長級の異動は次のと
おりです。
※（　）内は前役職
問人材育成課☎︎7150－6068
【部長級】�
▶土木部長（上下水道局次長・水道工務課長）矢幡哲夫
▶選挙管理委員会事務局長（監査委員事務局次長）横山友二
▶消防本部消防長（消防本部消防次長・消防総務課長）須藤恭成
【退職】（令和3年3月31日付）�
▶石井菊次（土木部長）…
▶染谷忠美（選挙管理委員会事務局長）
▶北野浩一郎（消防本部消防長）

問市税について…税制課☎︎7150－6072
保険料について…保険年金課☎︎7150－6077

1000531

納期限 市・県民税 固定資産税
都市計画税

軽自動車税
（種別割）

国民健康保険料・
介護保険料

後期高齢者
医療保険料

令和3年

4月30日
－

第1期 －

5月31日
－

全期 過年度随時期

6月30日 第1期

－

第1期 －

8月2日 － 第2期 第2期 第1期

8月31日 第2期

－

第3期 第2期

9月30日 － 第4期 第3期

11月1日 第3期 第5期 第4期

11月30日
－

第3期 第6期 第5期

令和4年

1月4日
－

第7期 第6期

1月31日 第4期 第8期 第7期

2月28日
－

第4期 第9期 第8期

3月31日 － 第10期 現年度随時期
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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

本日から生涯学習センター（流山エルズ）で
受け付け

協働まちづくりに向けた7事業を審査

～手をあげて　じぶんでまもろう　いのちのあいず～

本日から受け付け開始

本日から

授業料支払い困難の学生に上限50万円を給付

ご利用ください

野外活動用備品の
貸し出し窓口を変更

公益事業の認定に向けた
公開プレゼンを実施

春の全国交通安全運動を実施

耐震診断・改修補助金と
通学路ブロック塀除却補助金

水道料金と下水道使用料が
スマートフォンアプリで支払い可能に

市独自の「学生応援給付金制度」を
令和3年度前期も実施本日から流山ぐり－んバス

南流山・木ル－トが延伸

　本日から水道料金と下水道使用料がスマー
トフォン決済アプリで支払い可能になりまし
た。納付書に印字されたバーコードを対応の
アプリで読み込むことで、金融機関の窓口やコ
ンビニエンスストアへ行かなくても支払いが
24時間可能です。詳細は市ホームページをご
覧ください。
◆利用できるスマートフォン決済アプリ
◦LINE…Pay（LINE…Pay請求書支払い）※決済可
能額5万円未満
◦PayPay（PayPay請求書払い）※決済可能額
30万円以下
◦au…PAY（au…PAY請求書支払い）※決済可能
額25万円以下
◦楽天銀行（楽天銀行コンビニ支払サービス）
※決済可能額30万円以下
【ご利用にあたっての注意事項】
◦支払いには、バーコードが印字された納入通

知書が必要です。また、スマートフォンなどへの
アプリのインストールや事前登録が必要です。
◦決済手数料はかかりませんが、インターネッ
トなどの利用料・通信料は、利用者負担になり
ます。
◦領収書は発行されません。領収書が必要な
場合は、金融機関窓口やコンビニエンススト
ア、上下水道局お客様センター窓口でお支払い
ください。
◦支払い後も、領収印のない納入通知書が手元
に残ります。二重に支払うことのないよう注
意してください。
◦利用手順はアプリによって異なります。詳細
は各アプリのホームページでご確認ください。
問上下水道局お客様センター☎︎7159－5311
経営業務課☎︎7159－5315

1002003

　市では、自身の就労収入などで授業料を賄っ
ている学生で、新型コロナウイルス感染症の影
響により就労収入が減少し、授業料の支払が困
難となっている方を対象に給付金を支給しま
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。
対次のすべてを満たす学生（大学、大学院、短期
大学、高等専門学校（4年次以上）、専修学校）…
①令和3年3月31日現在、流山市に住民票が作
成されている②経済的に困窮しており令和３
年度前期（または4月～9月分）の授業料が未納
③令和2年度後期（または10月～3月分）の授業
料を学生自らが就労などの収入によって納入

している④日本学生支援機構などの給付型奨
学金をもらっていない
▷給付金額＝令和3年度前期（または4月～9月
分）の授業料（減免されている場合は減免後の
金額）の全額（上限50万円）
▷支払時期＝4月上旬から随時支給
申市役所企画政策課で配布（市ホームページか
らダウンロードも可）の申請書に必要書類を添
付し、6月30日（必着）までに〠270－0192流
山市役所企画政策課へ郵送または持参※申請
前に必ずご相談ください。
問企画政策課☎︎7150－6064

1025981

　本日から、流山ぐり－んバス
南流山・木ル－トを10時から
16時まで南流山7丁目方面へ
延伸し、バス停留所を新たに3
カ所設置します。延伸に伴い、
同時間帯の運行間隔が20分か
ら30分に変更となります。市
では、地域の要望に応じたルー
ト変更で、利用者の増加を期待
しています。
　なお各停留所の時刻表など、
詳細は市ホームページをご覧
ください（時刻表は各出張所で
も配布しています）。
問まちづくり推進課☎︎7150－6090　

1002105

【路線図】

南流山7丁目北

南流山
7丁目

8号公園

： 延伸されるルート
   （10時～16時）
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南流山センター

7号公園

南流山自治会館入口
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南流山8丁目東
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　本日から、野外活動用備品（キャンプ、バーベキュー、お祭りなど野外
活動向けの大型調理器具）の貸し出し窓口が生涯学習センター（流山エ
ルズ）に変更となり、土・日曜、祝日での受け付けもできるようになりま
す。
所生涯学習センター（流山エルズ）
▷受け付け時間＝9時～17時※第3水曜（祝日の場合は翌日）は休館
▷貸し出し備品＝大鍋、かまど、五徳、鉄板、へら、やかん、しゃもじ、ひ
しゃくなど
対青少年健全育成団体や自治会などの市内で活動する団体
費無料
申ファクス（空き状況を事前に電話で確認）または直接窓口へ
▷申込期間＝使用希望日の３カ月前の１日から
問生涯学習センター（流山エルズ）☎︎7150－7474FAX 7159－6639

1001603

　市では、地域が抱える社会的課題の解決に向けて、市民活動団体が自
発的に行う公益的な事業を公募し、「流山市民活動団体公益事業」に認
定された事業に補助金を交付しています。
　今回の審査会では、応募団体による事業プレゼンテーションに対し
て事業の必要性や先駆性、波及効果などを公開で審査します。今後、本
制度への応募を検討されている市民活動団体の方はぜひ、お越しくだ
さい。
日4月3日㈯9時～12時　所市役所　申不要
問コミュニティ課☎︎7150－6076

1029663

　4月6日～15日の10日間、「手をあげて　じぶんでまもろう　いのち
のあいず」をスローガンに春の全国交通安全運動を実施します。
　新年度を迎えて生活環境が変化すると交通事故の増加が懸念される
ため、特に入園・入学して間もない幼児・児童などに基本的な交通ルー
ル・マナーなどを身に付けてもらうとともに、交通事故防止の徹底を図
ることを目的とした運動です。一人ひとりが交通ルールを順守し、交
通事故防止に努めましょう。
【重点目標】
①子どもと高齢者の安全確保
②安全運転の励行
③自転車の安全利用の推進
④飲酒運転の根絶
問道路管理課☎︎7150－6093

1003016

耐震診断と耐震改修の費用の一部を補助
　昭和56年以前に建築された木造住宅は、古い
耐震基準で建てられており、それ以降のものに
比べて、大きな地震で倒壊する可能性が高いと
言われています。
　市では、昭和56年以前の木造住宅の耐震診断
と耐震改修に対し補助を行っています。
対次の全てを満たす木造住宅①自ら所有し、居住
している②昭和56年5月31日以前の建築③在
来軸組み工法④地上階数が2階以下で一戸建て
▷補助金額＝耐震診断：診断費の3分の2以内
（上限5万円）、耐震改修：工事費、設計費、監理費
の合計の8割以内（上限100万円）
耐震診断について… 1001914

耐震改修について… 1001915

無料の出張耐震相談
　耐震診断士による技術的な相談や、市職員に
よる補助金制度の説明などを、ご自宅に出張し
て行います。
日4月13日㈫～22日㈭平日9時～15時※1件
50分程度
対次の全てを満たす木造住宅①自ら所有し、居住
している②昭和56年5月31日以前の建築③在
来軸組み工法④地上階数が2階以下で一戸建て
定30人（先着順）
費無料
申市役所建築住宅課に電話※ご自宅の図面を

お持ちの方はご用意を。その場での耐震診断
は行いません。

1001913

小学校の通学路沿いのブロック塀などの除
却費用の一部を補助
　平成30年に発生した大阪北部地震では、登校
中の児童が倒壊したブロック塀の下敷きにな
り、亡くなるという痛ましい事故が起こりまし
た。以降、市では毎年、通学路のブロック塀の
点検を行っています。
　また、市では、小学校の通学路沿いのブロッ
ク塀には、除却費用に対し補助金を交付してい
ます（施工業者は市内業者に限る）。ぜひ、通学
路の安全確保にご協力をお願いします。※通
学路に面するかご不明な場合はお問い合わせ
ください。
対次の全てを満たす塀または門柱①コンク
リートブロック造、その他組積造②学校長の指
定する通学路に面する③安全であることが確
認できない
▷補助金額＝最大20万円（交付決定前に工事を
実施してしまうと補助金の交付ができなくな
りますので、必ず工事実施前に申請してくださ
い。除却方法、工事費用、塀の長さにより変わ
ります。詳細は市ホームページ（ 1019648）
をご覧になるか、お問い合わせください）
問建築住宅課☎︎7150－6088　
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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

21日㈬ ママのリフレッシュフラ　
定10組（先着順）※要申し込み

24日㈯ マンカラ大会

江戸川台児童センター
☎7154－3015

14日㈬ わらべうた（乳幼児向け）
定16組（先着順）※要申し込み

24日㈯ グランドゴルフ

赤城児童センター
☎7158－4545

6日㈫ オニム大会
8日㈭～10日㈯ 今月の工作

24日㈯ 卓球教室
十太夫児童センター

☎7154－5254
21日㈬ チャレンジの日

26日㈪～28日㈬ こどもの日製作

野々下児童センター
☎7145－9500

8日㈭ ドッジボール大会

21日㈬ おはなしのへや（乳幼児向け）
定20組（先着順）※要申し込み

思井児童センター
☎7159－5666

2日㈮ ドッジボール大会
17日㈯ 卓球教室
24日㈯ ダイビン大会

向小金児童センター
☎7173－9320

8日㈭～10日㈯ 今月の工作
17日㈯ ダイビン大会

児童館・児童センター　4月の催し物

●親子サロン… …日／内6日㈫／自由遊び。おもちゃ病院もあり、20日㈫／紙
しばい、絵本の読み聞かせ　定各10組（先着順）　持マスク

… 申電話　所初石公民館（☎︎7154－9101）
●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14日㈬　講NPO法人ながれやま栞

しおり

・安永知栄さん　ほか
… 内絵本、わらべ歌
… 定10組（先着順）　持タオル、飲み物、動きやすい服装、マスク
… 申電話または直接窓口へ
… 所南流山センター（☎︎7159－4511）
●おおたかの森ひろば… …日14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。　対市内在住の方　定25組（先着順）
… 持マスク　申電話または直接窓口へ
… 所おおたかの森センター（☎︎7159－7031）
●たんぽぽのひろば… …日15日㈭　内リトミック。おもちゃ病院もあり。14時まで和

室を開放　定16組（先着順）　持マスク　申電話
… 所東部公民館（☎︎7144－2988）
●なかよしひろば… …日21日㈬　講ヨガインストラクター・林めぐみさん
… 内親子ヨガ　定20組(先着順)
… 持タオル、飲み物、マスク　申不要
… 所北部公民館（☎︎7153－0567）

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 （4月）

●ひだまりサロン… …自由に遊んだりおしゃべりしたり。27日はおもちゃ病院
もあり　日6日・13日・20日・27日の火曜　所文化会館　

… 定各5組（先着順）　持マスク　申電話
●南流山ぽかぽかサロン……乳幼児連れの親子が自由に交流。ミニイベントはオカリナ

演奏。おもちゃ病院もあり
… 日15日㈭　…所南流山福祉会館　定20組（先着順）
… 費無料　持バスタオル、マスク　申文化会館に電話

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

時間はいずれも10時～11時30分　費無料　問各公民館

本日から多胎児を育てる方も対象に

子育てママのセミナー

親子遊びで学ぶ子育てのコツ

みんなで体を動かそう！ 春の星座（全2回）

本日から申請受け付け開始

ファミリー・サポート・センターの
利用料の半額を助成

赤ちゃんといっしょ（全3回）

こそだてI・RO・HA～色葉～

おもちゃ病院

親子でヨガ 本気星空クラブ

認可外保育施設などを利用する
保護者の方に助成金

　市では、ファミリー・サポート・センターを
利用するひとり親家庭および未就学児を3
人以上育てる方に対して、利用料の半額助成
を行っています。本日から、就学前の2人以
上の多胎児を育てる方も対象となります。

　なお、事前にファミリー・サポート・セン
ターの会員登録および子ども家庭課で利用
登録が必要になります。
問子ども家庭課☎︎7150－6082

1001272

　専門家の方からアドバイスを受けなが
ら、赤ちゃんとのスキンシップやママの体
のケア、赤ちゃんの食事について学びます。
日5月7日㈮・18日㈫・28日㈮10時～11時
30分（28日は12時まで）
所南流山センター
講助産師・米村洋子さん、小路和子さん、管理
栄養士・井上智美さん
対0歳児とその母親
定8組（多数抽選）

費無料
申電子申請またははがきに氏名（ふりがな）、
赤ちゃんの名前（ふりがな）・月齢、住所、電
話番号、日ごろ気になることを明記の上、４
月15日（必着）までに〠270－0176流山市
加1－16－2文化会館「子育てママのセミ
ナー」係へ郵送またはファクス
問文化会館☎︎7158－3462
FAX 7158－3442

1014850

　保育士から楽しい子育ての秘
ひ

訣
けつ

を学びま
せんか。親子の仲間づくりを通して、子育て
不安を軽減しましょう。
日①5月6日㈭10時～11時30分②5月13日㈭
10時～11時30分　所東部公民館

講保育士・田中丸宏美さん
対①0歳児②1歳児以上
定各12組（先着順）　費各500円　持マスク
申電話または直接窓口へ
問東部公民館☎︎7144－2988　

問①森の図書館☎︎7152－3200　 1029958

②クリーンセンター☎︎7157－7411　 1016384

　おもちゃドクターが壊れたおもちゃを修
理します。
日 ①4月10日㈯13時～15時30分②4月11
日㈰13時～16時、4月24日㈯9時～12時

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

　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、宇宙の知識を深めたりするク
ラブです。今回は、東葛星見隊の皆さんを講
師に迎え、春の星座を観望する予定です。一
緒に本気で星空を見上げてみませんか。
日4月23日㈮、5月21日㈮19時～20時30分
※雨天中止　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15組（先着順）
費3,000円（1人追加につき1,500円）
申電話または直接窓口へ
問おおたかの森センター☎︎7159－7031

　みんなで一緒に体を動かしてリフレッ
シュしましょう。
日5月10日㈪10時～11時
所東深井福祉会館
講ヨガ講師・梅澤ゆき重さん
対2～3歳のお子さんと保護者
定10組　費無料
持マスク（保護者）、飲み物、ヨガマット、タ
オル　申4月2日９時から電話、ファクス
または直接窓口へ
問東深井福祉会館☎︎7155－3638
FAX 7153－3437　 1029665

　認可外保育施設などに就園している乳幼児（国基準の待機児童）の保護者に
対し、保育料を助成します。令和2年10月から令和3年3月までの納入済みの
認可外保育料分を一括して申請してください。
　また、新型コロナウイルス感染症に関わる登園自粛の影響を踏まえ、令和2
年12月から令和3年3月までの期間のみ、対象の要件⑤に当てはまらない場
合も助成金の対象とします。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。
助成額（月額）
◆0～2歳児クラスの課税世帯：認可外保育施設等保育料と認可保育園に通園
した場合の保育料の差額の2分の1※上限5万円（100円未満切り捨て）
◆0～2歳児クラスの非課税世帯：認可外保育施設等保育料と4万2千円の差
額の2分の1※上限3万円（100円未満切り捨て）
◆3～5歳児クラス：認可外保育施設等保育料と3万7千円の差額の2分の1…
※上限3万円（100円未満切り捨て）
対次の全てを満たす保護者①市内在住の方②認可保育所（園）への入所申し込
みをし、保留となった方③認可保育所（園）への入所申し込み希望園が2カ所以
上である方④乳幼児が幼稚園、認定こども園などに在籍していない方⑤乳幼
児が1日4時間以上かつ月16日以上、認可外保育施設などを利用している方
⑥認可外保育施設などの保育料などを滞納していない方
申必要書類（市ホームページからダウンロード可）を4月30日（必着）までに…
〠270－0192流山市役所保育課へ郵送または持参
問保育課☎︎7150－6124　 1001242

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。



5 第1601号  令和3年4月1日㈭5

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

開催教室 日程 開催場所 備考

ハローベイビー
（両親学級）
（予約制）

2日㈮・23日㈮
（妊娠～子育てコース）

保健センター

妊娠22週～36週の初産婦さんとパートナー
対象。
詳細は市ホームページ（ 1000655 ）をご
覧ください
妊娠～子育てコース担当：☎7170－0111
歯科・栄養コース担当：☎7154－0331

16日㈮
（歯科・栄養コース）

もぐもぐ教室
（予約制）

14日㈬・23日㈮ 保健センター
4～5カ月児の離乳食指導。母子健康手帳持参

28日㈬ 東部公民館

カムカムキッズ
（予約制）

22日㈭ 南流山センター 令和2年4～5月生まれの乳幼児対象。子ども
の歯と食生活の指導。母子健康手帳、おしぼ
り、歯ブラシ持参26日㈪ 保健センター

むし歯予防教室
（予約制） 個人通知 保健センター

新型コロナウイルス感染症対策のため、内容
を変更。月齢別に日時を指定し人数調整しま
す。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3年1月生まれの乳児対象

②1歳6カ月児…個人
通知

新型コロナウイルス感染症対策のため、市内
医療機関での受診となります。
詳細は対象者への個人通知や市ホームペー
ジをご覧ください

③3歳児…5日㈪・6日
㈫・7日㈬・8日㈭※相
談会として実施。個人
通知

保健センター
新型コロナウイルス感染症対策のため、市内
医療機関での受診となります。
詳細は対象者への個人通知や市ホームペー
ジをご覧ください

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

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　 10006464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（4月） 時　間 問・予約

思春期相談
（予約不要。電話相談のみ） 平日 9時～17時

☎047ー361ー2138精神保健福祉相談 1日㈭・19日㈪ 14時～16時

酒害相談 15日㈭ 14時～16時30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

※予約制。相談内容など、詳細はお問い合わせください。なお、新型コロナウイルス感
染症の発生状況に伴い、急きょ事業が中止となる場合があります（エイズ検査は中止して
います）。

※家族に体調不良の方がいる場合は参加をご遠慮ください。また、急きょ事業の開催が延期・中止となる場合があります。最新情報は市
ホームページ（ 1024487 ）をご覧ください。

4月以降も継続して実施 単独処理浄化槽または汲
く

み取りの方へ

実践で役立つテクニックを学ぶ

手話でコミュニケーションの手助けを

4月8日

里帰り出産が困難になった方へ
育児支援サービス利用料を助成

放流される汚れの量が
約8分の1になる

合併処理浄化槽への転換に
補助金を交付

失語症会話サポーター講座

放射線量測定器の貸し出し
および放射性物質検査を終了

手話奉仕員養成講座・後期（全27回）

南流山に高齢者ふれあいの家
「みんなのおうち」がオープン

　市では、新型コロナウイルス感染症の影響で里帰り出産や親族などの支援が困難
となった方が産後28日以内に民間事業者の提供する育児支援サービスを利用した
場合、利用料の一部を助成しています。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。
対流山市に住民票がある産婦の方で、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、里帰り
出産や親族などによる訪問支援が得られなくなった方
▷助成上限額＝4万9,500円（登録料、交通費などを除く）
問保健センター☎︎7154－0331　 1028033

　市では、河川などの水質浄化を進めるために合併処理浄化槽への転換を推進して
います。
　浄化槽処理促進区域にお住まいで既存単独処理浄化槽または汲み取り式トイレか
ら合併処理浄化槽へ転換する方で、一定の条件を満たした方に補助金を交付してい
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。
問下水道建設課☎︎7150－6097

1002625

　病気の後遺症などにより、言葉を発したり、会話を聞き取ったり、思い出したりす
ることが困難な失語症の方の会話をサポートするテクニックを学びます。
　失語症の方の会話を豊かにし、高齢者のボランティア活動にも役立つ会話術です。
講義終了後には、実際に言語講座に参加し、現場での支援を見学します。
日5月25日㈫10時～16時
所障害者福祉センター（東深井福祉会館内）
講社会福祉法人鷹見会…言語リハビリミカタ松戸・松本真紀さん
対市内在住・在勤・在学の方
定10人（先着順）
費200円（資料代）
持マスク、筆記用具、昼食
申電話または直接窓口へ
問障害者福祉センター☎︎7155－3638

　平成23年から環境政策課で行ってきた空間放射線量測定器の貸し出しについて、
市内の放射線量が低く推移しているため、終了しました。
　また、消費者が持ち込んだ食品などの放射性物質検査についても終了しました。
問環境政策課☎︎7150－6083
コミュニティ課☎︎7150－6076

　手話を必要とする聴覚障害者とのコミュニケーションを円滑に行うため、聴覚障
害や手話について学びます。
日４月30日～11月19日の金曜12時45分～14時45分
所南流山センター
対市内在住・在勤・在学で将来手話通訳者を目指す方で、手話奉仕員養成講座・前期課
程を修了している方
定15人（多数抽選）
費無料
持マスク、前期課程のテキスト、筆記用具
申４月23日までに障害者福祉センターに電話または直接窓口へ
問障害者福祉センター☎︎7155－3638

　4月8日から南流山に高齢者ふれあいの家「みんなのおうち」がオープンします。
　みんなのおうちでは、孫のような子どもたちと一緒に遊ぶことができる「多世代交
流」や、今どきの子どもをテーマに、お孫さんたちのことをおしゃべりしたり相談し
あったりする「孫育て」の活動、そのほか「健康マージャン」「健康体操」などを予定し
ています。お気軽にご利用ください。
▷開設日時＝土曜、第2木曜、第3火曜10時～12時、13時～15時
▷所在地＝南流山1－10－9堀切ハイツ101
▷問い合わせ＝NPO法人流山おやこ劇場☎︎7161－3032
※高齢者ふれあいの家は、地域の空き家などを利用した、高齢者が気軽に集まれる場
所です。詳細は、市ホームページをご覧になるか、市役所高齢者支援課にお問い合わ
せください。
問高齢者支援課☎︎7150－6080　 1029914
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イベント参加の際は
事前に確認を

今号に掲載のイベントなどは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止･延期となる場合があります。詳細は、各主催団体にお問い合わせください。ま
た、参加の際はマスクの着用や手指の消毒、検温、チェックシートへの記入など、感染症対策にご協力ください。問秘書広報課☎7150－6063　 1024371

　10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～17時）
　家庭児童相談室
　問同相談室☎︎7158－4144
●ひとり親家庭相談（電話相談可）
　…就労や資格取得など
　月～金曜（9時～17時）
　子ども家庭課
　問ひとり親家庭相談ダイヤル
　☎︎7150－6592
●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（9時30分～16時30分）
※祝日を除く。第3水曜は電話相
談のみ
　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）
　12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

●法律相談（予約制）
　火・木曜（13時～15時40分）
　※29日を除く
●悩みごと相談（予約制）行政
　月曜（10時～15時）
●税務相談（予約制）
　28日（13時～16時30分）
●暮らしの手続き相談（予約制）
　16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）
　2日・9日・23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
　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）

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

4月

その他の相談

　問療育相談室☎︎7154－4844
●酒害相談
　6日・23日（18時30分～20時30分）
　江戸川台福祉会館
　11日（14時～16時）
　向小金福祉会館
　問流山断酒新生会
　☎︎7192－8577
●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
　 nifa-support@bz04.plala.
　or.jp
　 1008962

木の図書館の開館9周年記念

介護の悩みや不安を話してみませんか

一茶双樹記念館の和の空間で

1人3冊まで

バースデイおはなし会

「健康を支える栄養学」に基づく
講習会と調理実習

認知症の方を支える家族の会
（コスモスの会）

お抹茶を楽しむ会

保存期間の過ぎた
図書館の雑誌を無料配布

リサイクル講座

　木の図書館の開館9周年を記念して、特別なおはなし会を行います。赤ちゃん・児
童・大人向けの3部構成で開催しますのでぜひ、ご参加ください。
日 4月29日㈷①大人の部 :10時～10時30分②あかちゃんの部 :11時～11時15分…
③こどもの部 :14時30分～15時
所木の図書館
対①中学生以上②2歳以下③3歳～小学生程度
定各10人（先着順）
費無料　
持マスク　申不要
問木の図書館☎︎7145－8000

1029718

　食生活を改善して病気の予防や健康回復に役立つ講習会です。

　病気の予防や健康回復のための栄養学に基づいた調理実習です。

所文化会館　費無料
1030112

費 800円（材料代）
持エプロン、三角巾、ふきん、デジタルばかり、筆記用具
【共通事項】
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
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

1030108

　認知症の方を介護する家族のための座談会です。日ごろ抱える悩みや不安などを、
「認知症の人と家族の会千葉県支部」の方や高齢者なんでも相談室（地域包括支援セ
ンター）職員、市職員などを交えて和やかな雰囲気の中で自由に話しましょう。
日 5月11日㈫、7月1日㈭、11月9日㈫、令和4年3月11日㈮いずれも10時～11時
30分
所市役所　費無料
申電話
問介護支援課☎︎7150－6531

1000830

　一茶双樹記念館の和の空間を生かし、流山市茶道親和会のご協力により、月に1度
開催します。どなたでも、普段着のままお気軽に参加できます。
日 4月11日㈰10時～15時
所一茶双樹記念館
定20人（先着順）
費 510円（お茶とお菓子付き）
申電話またはファクス
問一茶双樹記念館☎︎・FAX 7150－5750

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響
で延期していた、雑誌の無料配布（1人3
冊まで）を実施します。
対市内在住の方　申不要
問中央図書館☎︎７１５９－４６４６

1029939

①洗える健康布ぞうりづくり
日 ❶4月19日㈪❷4月26日㈪13時～16時
費各300円　持不用布、布切りはさみなど

1024180

②猫のお手玉づくり
日 4月27日㈫9時30分～12時30分　費 200円　持不用布、裁縫道具など

1029179

③打ち直しわたを使った小座布団づくり
日 5月12日㈬13時～16時　費 700円
持糸切りはさみ、指ぬきなど

1017407

【共通事項】
所クリーンセンター　定各10人（多数抽選）
申電子申請または往復はがき（1枚につき1講座）に開催日、講座名、住所、氏名、電話
番号、返信用に住所、氏名を明記の上、❶4月8日❷4月12日②4月13日③4月27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
問クリーンセンター☎︎7157－7411

期日
※時間はいずれも10時～12時 テーマ

4月15日㈭ 健康を育てる「正しい食生活」、睡眠の大切さ、身体の入れ替わり、DVD
「神秘の巨大ネットワーク」

5月20日㈭ いつ・何を・どのように食べるか、たんぱく質のとり方、DVD「腎臓が
寿命を決める」

7月15日㈭ 栄養素の役割と個性、DVD「脂肪と筋肉の会話がメタボを治す」

9月16日㈭ 食事分析の記入注意・計算の仕方、DVD「骨が出す! 最高の若返り物
質」

10月21日㈭ 健康に良い油脂とは、DVD「万病撃退! 腸が免疫の鍵」

場所 期日
※時間はいずれも10時～13時

初石公民館 4月2日㈮・27日㈫、5月7日㈮・25日㈫、6月4日㈮・22日㈫、7月2日㈮・
27日㈫、8月6日㈮・24日㈫、9月3日㈮・28日㈫

北部公民館 4月13日、5月11日、6月8日、7月13日、9月14日の火曜

南流山センター 4月16日、5月21日、6月18日、7月16日、9月17日の金曜

会場 日時

木の図書館 4月24日㈯
10時～14時

中央図書館・森の図書館 4月29日㈷
10時～14時

講習会

調理実習
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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

掲載を希望する方は、掲載申込書（一部の市
内公共施設に備え付け、市ホームページから
ダウンロードも可）を、秘書広報課へ提出して
ください。なお、イベント掲載希望者は、掲載
希望号の１カ月前までに提出してください。
問秘書広報課☎7150－6063

1007526

■佐向寛昭の透明水彩画と十七文字=4月1
日㈭～15日㈭9時～21時（1日は13時から、
15日は16時まで）、南流山センター。無料
問佐向☎︎7147－9510
■ハワイアンフラ・ハワイアン親子フラ（フラ…
ハーラウ…オーラパ主催）=親子フラ:4月3日
㈯①11時～11時40分、十太夫福祉会館②
13時～13時40分、おおたかの森センター、
大人フラ:4月6日㈫18時30分～19時30分、
十太夫福祉会館。無料※要申し込み問桑原

☎︎090－1850－6198
■第29回千葉県書作家連盟展=4月21日
㈬～25日㈰10時～17時（25日は16時ま
で）、さわやかちば県民プラザ。無料問桐田
☎︎7158－2246
■フルートアンサンブル紙ふうせん第12回定
期演奏会（市教委後援）=4月25日㈰14時～
16時、アミュゼ柏。無料問須田☎︎7154－
7413
■アーチェリー初心者講習会 (流山市アー
チェリー協会主催）=5月9日・16日・23日の
日曜9時～12時、流山おおたかの森高校。
3,000円※要申し込み。荒天中止問米村
bad_boys_kazuki@yahoo.co.jp

■中高年からの健康テニス「ゆうゆうテニス
教室」（全11回）（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）=5月10
日～7月19日の月曜8時30分～10時、初石
テニスクラブ(駒木台）。7,500円※要申し
込み問事務局☎︎7154－7339

しみんの伝言板

イベント

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

リピーター続出の
ちょっとだけエアロ

4月11日、5月2日・9日・16日・23
日の日曜 9時30分～10時30分 各510円

持室内履き

椅子を使って筋貯金！
ころばん塾

4月11日、5月2日・9日・16日・23
日の日曜 10時50分～11時50分 各510円

持室内履き

将棋教室
4月7日・14日・28日、5月5日・12
日・26日、6月2日・9日・23日・
30日の水曜

16時～20時30分
（時間内2時間程度

レッスン）

幼稚園～小学生：
各1,020円

中学生以上：
各1,230円

※要申し込み

市民対象の公民館パソコン教室（5月）

講座名 期　日 時　間 内　容

①アルバム作成 5月12日㈬
13日㈭ 10時～12時 お気に入りの写真数枚をA4用紙に貼り付け、タイト

ルと文字を入力してアルバムを作成します。

②パソコン教室 5月13日㈭
14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

パソコン教室 5月6日㈭
7日㈮

13時30分～
16時30分

入門、ワード、エクセル、写真、メール･インターネッ
ト、その他よろず受け付け

講公民館パソコンボランティアの各団体（PCYYクラブ・流山パソコンボランティア）
定各5人（先着順）　費①1,500円②2,500円　持ノートパソコン、マスク　申電話

定5人（先着順）　費2,500円　持ノートパソコン、マスク　申電話

●文化会館のパソコン講座　問文化会館☎︎7158－3462　 1014849

●初石公民館のパソコン講座　問初石公民館☎︎7154－9101

申 問生涯学習センター（流山エルズ）☎︎7150－7474

講座
★無料スマートフォン入門講座

　スマートフォンの基本操作や、インター
ネットの便利な使い方を学びます。
日４月９日㈮13時～14時、15時～16時
所思井福祉会館
対市内在住・在勤・在学の方
定各6人（先着順）
費無料
持スマートフォン（お持ちの方のみ）
申４月２日９時から電話
問思井福祉会館☎︎7159－5666

1029731

★折り紙教室

　こいのぼりやカブトを楽しく折ってみま
せんか。
日４月16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１６人（先着順）
費１００円（材料代）
持ピンセット
申電話または直接窓口へ
問南流山福祉会館☎︎7150－4320

1029548

★北部公民館の講座・イベント

①歌のひろば
日 4月21日㈬１３時～１４時３０分
講音楽講師・比嘉りとさん
定 50人（先着順）
申電話または直接窓口へ
②映画のひろば　「英国王のスピーチ」
日４月２１日㈬15時～１７時
定４０人（先着順）
申不要
③みんなでリフレッシュ
　歌と軽い体操でリフレッシュします。

資格
令和3年　前期危険物取扱者試験

日 6月13日㈰
所敬愛大学稲毛キャンパス（千葉市）
申電子申請：4月2日～12日、書面申請：4
月5日～15日に（一財）消防試験研究セン
ター千葉県支部に郵送または持参※持参
は平日のみ。詳細はお問い合わせくださ
い。
問消防本部予防課☎︎7158－0270

日本商工会議所の検定

　受験料など詳細は、流山商工会議所に
お問い合わせください。
①日商簿記検定

②日商珠算検定

▷試験会場＝流山商工会議所
申①流山商工会議所ホームページから②
直接窓口へ
問流山商工会議所☎︎7158－6111

東京商工会議所の検定

　ビジネス実務法務検定、福祉住環境
コーディネーター検定、ビジネスマネ
ジャー検定、環境社会検定（ｅｃｏ検定）は、
今年度からＩＢＴ（インターネット経由での
試験）に変更します。流山商工会議所で
の実施はありません。詳細は、東京商工
会議所検定センターへお問い合わせくだ
さい。
問東京商工会議所検定センター☎︎03－
3283－7765

日４月２８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
定 40人（先着順）
申電話または直接窓口へ
【共通事項】
所北部公民館
費無料　持マスク
問北部公民館☎︎7153－0567

★就職個別相談セミナー
就職氷河期世代の就活支援

　就職氷河期世代の方で十分なキャリア
形成ができずにいる方に、支援の情報を
お伝えします。また、マンツーマンによる
就職に成功するまでの手厚い支援をぜひ
活用してください。
日５月１０日㈪１３時～１５時
所ジョブサポート流山（江戸川台駅前庁舎
3階）　
対３５歳～５４歳の方　定12人（先着順）
費無料　持筆記用具、マスク
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

縦覧
★公共下水道事業　
受益者負担金賦課対象区域

日４月１日㈭～１５日㈭の平日８時３０分～
１７時１５分
所上下水道局経営業務課
▷対象区域＝大字西深井字十ノ割、大字
東深井字本宿・字赤土、大字西平井字釘
貫・字広田、大字鰭ケ崎字高田、向小金２・
３丁目、おおたかの森西四丁目、長崎１丁
目、駒木字上駒木・字二番割・字新請の各
一部
問経営業務課☎︎７１５９－５３１５

1021074

その他
★なつかしき歌声サロン

　若かりし日の懐かしい歌を参加者全員
で歌いましょう。
日４月23日㈮13時～14時30分
所東部公民館
講フォークシンガー・有吉かつこさん
定20人(先着順)
費300円
持マスク、飲み物
申電話または直接窓口へ
問東部公民館☎︎7144－2988

★パラリンピックの競技・ボッチャを
楽しもう！

日５月５日㈷13時～14時３０分
所おおたかの森センター
定２５人（先着順）　費無料
持動きやすい服装、マスク
申４月２日１０時から木の図書館に電話
問木の図書館☎︎7145－8000

1029717

★千寿の会

　5月は、コント…de…げき隊による演劇の
披露があります。
日 5月10日㈪13時30分～15時
所東深井福祉会館
対市内在住・在勤・在学の方
定 20人（先着順）
費無料
持飲み物、マスク
申 4月2日9時から電話、ファクスまたは
直接窓口へ
問東深井福祉会館☎︎7155－3638
FAX7153－3437

1029666

検定名 試験日 申込期間

第158回日商簿記検定
（1級・2級・3級） 6月13日㈰ 5月6日～10日

第159回日商簿記検定
（1級・2級・3級） 11月21日㈰ 10月12日～15日

第160回日商簿記検定
（2級・3級）

令和4年
2月27日㈰

令和4年
1月17日～20日

検定名 試験日 申込期間

第222回日商珠算検定
（１級・２級・３級）、
第132回段位認定試験

6月27日㈰ 5月11日～13日

第223回日商珠算検定　
（１級・２級・３級）、
第133回段位認定試験

10月24日㈰ 9月7日～9日

第224回日商珠算検定　
（１級・２級・３級）、
第134回段位認定試験

令和4年
2月13日㈰ 12月21日～23日

流山市文化協会
写真部会員作品展

問㈱アーテック☎︎7154－1441
1001703

4月1日㈭～30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

★は市または指
定管理者などの
主催のもの



令和3年
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今月の
納税

●固定資産税・都市計画税（第1期）
納税は便利な口座振替で　 1000531

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。古紙100％再生紙、 植物油インキ使用

アプリ「マチイロ」で
スマートフォンなどへお届け

　「広報ながれやま」をスマートフォ
ンやタブレット端末向け無料アプリ
「マチイロ」で配信しており、発行日
に端末へ広報ながれやまが届きま
す（プッシュ通知）。

　利用にはアプリケーションのダ
ウンロード（無料※通信料は利用者
負担）が必要です。
　初めて利用する際には、簡単な
設定が必要ですが、氏名やメール
アドレスの登録は不要です。詳細
は市ホームページをご覧ください。

1008130
※「マチイロ」は株式会社ホープが提供するアプリ
ケーションです。サービスは終了することがあり
ます。広告の内容に市は一切の責任を負いません。

スマートフォン 携帯電話 パソコンスマートフォンパソコン タブレット端末スマートフォン タブレット端末

　市ホームページで公開しているPDF
版「広報ながれやま」で、平成10年度
以降のバックナンバーから最新号まで
がご覧になれます。… 1007526
※PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe®…Reader
®」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社の
サイトからダウンロード（無料）してください。

PDF版
「広報ながれやま」

　みどりのメールでは、携帯メルマガ
版「広報ながれやま」を配信しています。
イベント情報、市政情報、広報ながれや
まの記事項目を携帯電話にお届けしま
す。利用には登録（下記参照）が必要で
す。… 1008138

メルマガ版
「広報ながれやま」

広報紙の内容をデジタルでチェック
　インターネット環境があれば、「広報ながれやま」をどこでも簡単に読む
ことができます。いつでも気軽に情報をチェックしてみませんか。
問 秘書広報課☎7150−6063  1007526

市ホームページの検索ボックス
に、広報に記載されているページ
ID（　　　　　　　）を入力する
と関連ページがご覧になれます。

0000000

ID検索を活用しよう！

3.すぐにメールが送信されますので、記載さ
れているサイトにアクセスし、アンケートに
答えて登録してください。

1.右の二次元コードをスマートフォンや携帯
電話で読み取ります。
2.「登録・変更」を選び、空メールを送信します。

※一部の機種で対応していない場合があります。また、パソコ
ンから登録する場合は、登録用アドレスreg@mobile.city.
nagareyama.chiba.jp…に空メールを送信してください。
（注）通信料は利用者負担

登録方法（スマートフォン・携帯電話の場合）

①ID検索のタブを選択

②7桁のIDを入力して検索

あなたに必要な情報をお届け！

自分たちの手で成人式を作りませんか

本日から

流山本町の歴史が刻まれた建築物

　新成人の思い出に残る成人式にするため
に、企画や運営を行う実行委員を募集します。
内式典、記念行事の企画（プログラムや記念
品の決定）、式当日の運営（司会や受付案内
など）、8回程度の会議を予定　対平成13年
4月2日～平成14年4月1日生まれの方

定4人程度　▷委嘱期間＝6月～令和4年1月
申「応募の動機と私が考える成人式の企画」
を400字程度にまとめ、住所、氏名、生年月
日、電話番号を明記の上、4月23日（必着）ま
でに〠270－0192流山市役所生涯学習課
へ郵送またはメール

　本日から、千葉県発熱相談コールセンターの電話番号が変更となりました。
かかりつけ医で診察が受けられない場合、ご相談ください。
▷電話番号／ファクス番号＝☎︎0570－200－139（24時間対応）／FAX043－
224－8910
問保健センター☎︎7154－0331

　委員長挨
あいさつ

拶を考える際に、今まで私に関
わってくださった友人や恩師、ここまで育
ててくださった両親へ改めて感謝するこ
とができました。
　式典中止で動画配信という形になりま
したが、当日都合が合わず会場にお越しに
なれない予定だった方や市外の方、そして
県外の方まで私の成長した姿を見ていた

だくことのできる良
い機会となりました。
　式の会場開催はか
ないませんでしたが、
得られるものがあり、達成感を味わうこと
ができました。委員を務めることができ
本当に良かったです。ぜひ自分たちの手
で成人式を作ってみませんか。

問生涯学習課☎︎7150－6106… shougaigakushu@city.nagareyama.chiba.jp
1001527

　新選組局長・近藤勇が最後に陣を敷いた
近藤勇陣屋跡の裏に建つ「秋元家住宅土蔵」
は、…平成30年5月に国登録有形文化財とな
りました。
　この土蔵は、流山本町にあった呉服「三河
屋」の蔵を秋元藤之助家が買い取り、現在地
へ移築したものです。蔵の中には、明治から
大正・昭和と本町界

かいわ い

隈がにぎわっていた頃
の民俗資料も多く存在し、みりん醸造で栄
えた本町の歴史が刻まれた建築物としても
重要なものです。
　平成30年10月には、同家から市へ建物が
寄贈され、現在、内部の活用を図るための保
存・修復を進めています。この土蔵の調査に
携わった市立博物館学芸員による土蔵の内

部について解説をう
けた後、通常、外側観
覧のみとなっている
秋元家住宅土蔵の内
部も含め、現地で見
学をします。
日4月24日㈯10時～12時（9時集合）、14時
～16時（13時集合）　所流山おおたかの森駅
前観光情報センター集合　定各10人（先着
順）　費各100円（保険代）※交通費実費
申4月1日9時から電話、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

　性別に関わりなく、一人ひとりが個性と能力を発揮できる男女共同参画社
会の実現を目指し、さまざまな講座や講演会などを実施しています。参加費
は全て無料で、子育て中の方も参加できるように一時保育（1歳～就学前児）が
あります。
　詳細は、今後の広報ながれやまや市ホームページ、市内公共施設に設置する
チラシなどでお知らせする予定です。

問企画政策課☎︎7150－6064　 1003422

流山市の男女共同参画講座など

令和4年成人式実行委員を募集
千葉県発熱相談コールセンター

の電話番号が変更

国登録有形文化財
秋元家住宅土蔵の内部をさぐる

講座名 開催日時 会場 定員など
（いずれも先着順）

わたしへのごほうび講座
～あたらしいワタシ発見! 個性
を磨くレッスン～（全6回）

5月13日～6月17日の
木曜10時～12時 南流山センター 就学前のお子さん

を持つ女性20人

男女共同参画週間記念事業　
小林緑さんのトーク＆女性作
曲家コンサート　
ポリーヌ・ヴィアルド生誕200年
をめぐって～ヴィアルド母子と
同郷のルイーザ・アドルファ・ 
ルボーの室内楽～

5月29日㈯
14時～16時30分

生涯学習センター
（流山エルズ） 150人

情報紙編集講座
～編集の基礎を学ぼう～ 6月3日㈭10時～12時 文化会館 10人

ハラスメントセミナー
「ハラスメントに抗する～自己

尊重のためのコミュニケーシ
ョントレーニング～」

7月2日㈮10時～12時 生涯学習センター
（流山エルズ） 女性25人

再就職応援セミナー　
～RE:START あなたらしくキャ
リアデザイン～

9月3日～17日の金曜
10時～12時（全3回）

生涯学習センター
（流山エルズ）

働きたいと考えて
いる女性25人

女性のためのリーダーシップ・
セミナー
～チームをまとめて、現状の一
歩先を目指そう!～

10月21日～11月11日
の木曜10時～12時

（全4回）
南流山センター 女性20人

男女共同参画基礎講座
王朝女流文学を語る

「源氏物語の女性たち」
10月24㈰

13時30分～16時
生涯学習センター
（流山エルズ） 50人

パパスクール2021
「リモート時代のパパ学」

12月4日㈯
10時～12時

生涯学習センター
（流山エルズ）

子育て中の
男性15人

男女共同参画啓発パネル展 令和4年
3月1日㈫～7日㈪ 南流山センター ―

実行委員を経験して　令和３年実行委員長・杉山�萌さん


