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主な内容

市職員を募集… …………………………………… 2面
市議会だより写真コンクール……………………… 3面
おおぐろの森中学校開校準備Q＆Aをホームページで公開…… 4面
高齢者の肺炎球菌感染症予防接種… …………… 5面

第2弾　
テイクアウト・デリバリー
応援事業を実施… ……………………… 8面

クールビズを実施しています 市役所では、5月1日から10月31日までクールビズ（ノーネクタイ・ノー上着）を実施しています。
問人材育成課☎7150－6068

ワクチン接種Q&A

　令和3年度中に65歳に達する方（昭和32年4月1日以前に
生まれた方）には、4月26日から新型コロナウイルスワクチン
の接種券（クーポン券）を順次郵送しています。接種券は、5
月下旬に郵送予定の予診票とともに大切に保管してください。
予約開始日は予診票に同封のチラシでお知らせします。
問保健センター☎7154－0331FAX7155－5949

1029641

新型コロナウイルスワクチンの
接種券（クーポン券）を順次郵送

　現在、国が承認している新型コロナウイルスワクチンは、2回の接種に
より発症・重症化を予防するものです。多くの方が接種を受けることで、
ご自身はもちろん、身近な方々を感染から守ることが期待されます。
　接種後はワクチンが免疫をつけるための反応を起こすため、接種部位
の痛みや倦

けんたい

怠感・発熱などの副反応が生じる可能性があります。治療を
要したり、障害が残ったりするほどの重度なものは、極めて稀

まれ

であり、ま
た、接種直後の強い副反応に対応できるよう15〜30分程度経過を観察
しますので、過度に心配することはありません。
　なお、市では皆さんにワクチン接種を受けていただくようお勧めして
いますが、強制ではありません。また、周囲の方にワクチンの接種を強要
したり、接種しない方を差別したりすることはあってはなりません。ワク
チンについて正しく理解した上で、接種の判断をお願いします。治療中
の方や体調に不安のある方は、かかりつけ医に接種を受けてよいか事前
に相談してください。

〇接種の予約受付、副反応や体調などの相談、接種券（クーポン券）の再
発行、予診票の記入方法について
流山市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
☎0570－017－894（平日8時30分〜17時15分）
FAX 050－3819－8335
〇新型コロナウイルスワクチンについて
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
0120－761－770（9時〜21時）

〇接種後の副反応などについて
千葉県新型コロナワクチン副反応等専門相談窓口
☎03－6412－9326（24時間）

◦抗凝固療法を受けている方、血小板減少症または凝固障害のある方
◦過去に免疫不全の診断を受けた方、近親者に先天性免疫不全症の方がいる方…
◦基礎疾患のある方
◦過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレル
ギーが疑われる症状が出た方
◦過去にけいれんを起こしたことがある方
◦ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある方　ほか

◦基礎疾患のある方がかかりつけ医で接種する場合
◦出産のために里帰りしている妊産婦　◦入院・入所している方
◦単身赴任をしている方　◦下宿している学生
◦DV、ストーカー行為、児童虐待などを理由に避難されている方　ほか

　クラスター対策推進のため、市では、医療従事者に続き、高齢者施設入所者および高齢者施設に
従事している方から接種を進めていきます。皆さんのご理解・ご協力をお願いします。※この情報
は4月22日現在の国からのワクチン供給の見通しによるもので変更となる可能性があります。

優先順位の高い
65歳以上の方から

優先順位 区分 接種予定時期
4月 5月 6月 7月 8月 9月以降

第1グループ — 医療従事者など

第2グループ

第1段階
65歳以上の方のうち、高齢
者施設入所者および高齢者
施設に従事している方

第2段階

75歳以上の方

65～74歳の方

第3グループ

—

16～64歳の方のうち、基礎
疾患のある方

第4グループ
第1～3グループ以外の方
※現時点では16歳未満の
方は対象外

基礎疾患とはどのような疾患が該当しますか?

令和3年4月1日に流山市に転入しました。接種券（クーポン券）
は届きますか?

住民票がある市区町村以外でも接種を受けられますか?

ワクチンを接種するのに注意が必要なのはどのような人ですか?

　基礎疾患に該当するのは、慢性の心臓病（高血圧を含む）・腎臓病・肝臓病・
呼吸器の病気または、インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病などです。詳細

は市ホームページをご確認ください。… 1029641

　65歳以上の方の接種券は、4月5日時点に流山市に住民票がある方を対象に
送付しています。4月5日〜26日に転入手続きをした方は、現在接種券を準備中

ですので、しばらくお待ちください。4月26日以降に転入手続きをした方は市コールセン
ターにご連絡ください。なお、64歳以下の方は現時点でのお手続きは必要ありません。

　原則、ワクチンの接種は住民票上の住所地で受けることになっています
が、下記に当てはまる方は、住民票がある市区町村以外での接種も可能で

す。該当する方は、接種を受ける医療機関などが所在する自治体にお問い合わせく
ださい。

　ワクチンを接種するに当たって注意が必要なのは次の方です。かかりつけ
医に接種を受けてよいか事前に相談してください。

新型コロナウイルスワクチン接種スケジュール（見込み）

※詳細が決定次第、お知らせします

4月19日以降順次
ワクチン接種

5月下旬～
ワクチン接種

6月下旬～
ワクチン接種

8月上旬～
ワクチン接種

9月中旬～
ワクチン接種

新型コロナウイルスワクチンについて

ワクチン接種に関する相談窓口
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期限までに納めましょう

証明書のコンビニ交付
サービスも停止

システムの安定性
確保のため

ご自宅に消防職員が伺います

流山市で市民の笑顔を創る仕事に挑戦してみませんか

給与所得者の方へ

今年新築した家屋などが対象

献血にご協力を

自動車税（種別割）の納期限は
5月31日

5月22日㈯
おおたかの森

市民窓口センターを
臨時閉庁

マイナンバー
カードの

健康保険証利用
開始時期を延期

住宅用火災警報器設置調査に
ご協力を

市職員を募集

個人住民税（市・県民税）の
税額通知書を発送

家屋調査にご協力を

　新型コロナウイルス感染症の影響により、血液の確保が難しくなっ
ています。貴い命を救うため、一人でも多くの方のご協力をお願いし
ます。
▷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
日5月9日㈰10時〜11時45分、13時〜16時
所スターツおおたかの森ホール
問千葉県赤十字血液センター☎047－457－9927
保健センター☎7154－0331

1021546

　自動車税（種別割）の納期限は5月31日㈪です。最寄りの金融機関や
コンビニエンスストアなどで期限までに納付してください。今年度か
らは、「P

ペ イ

ayP
ペ イ

ay」での納付ができるようになりました。インターネット
を利用して納付するクレジットカード納付や金融機関が設置する
ATMで納付する「P

ペ イ ジ ー

ay－easy納付」も引き続き利用できます。詳細は
4月30日に自動車税事務所から送付された納税通知書に同封のしおり
をご覧ください。
問千葉県自動車税事務所☎043－243－2721
千葉県税務課☎043－223－2117

　鰭ケ崎・思井地区の字区域と名称の変更に伴う
住民記録などの変更作業のため、5月22日はおお
たかの森市民窓口センターを臨時閉庁します。
　また、5月22日から23日まで、証明書のコンビ
ニ交付サービスも停止します。ご理解・ご協力を
お願いします。
問臨時閉庁について…おおたかの森市民窓口セン
ター☎7154－0333

1004036

コンビニ交付について…市民課☎7150－6075
税制課☎7150－6072

1023711

　システムの安定性やデータの正確性を担
保するため、マイナンバーカードの健康保
険証利用開始時期を当面の間延期すること
となりました。利用開始時期など詳細が決
まり次第、今後の広報ながれやまや市ホー
ムページでお知らせします。
問保険年金課
国民健康保険について…☎7150－6077

1029595

後期高齢者医療について…☎7199－3306
1029606

　消防法により、全ての家庭に設置が義務付けられている住宅用火災
警報器の設置状況調査を実施します。対象となったご家庭には消防職
員が伺いますので、ご協力をお願いします。なお、新型コロナウイルス
感染症拡大防止のためインターホン越しでの聞き取りとなります。
　消防職員は身分証を携帯していますのでご確認ください。また、職
員が住宅用火災警報器や消火器の販売を行うことはありません。悪質
な訪問販売などにご注意ください。
▷調査期間＝4月26日〜5月16日
▷対象区域＝市内全域
問消防本部予防課☎7158－0270

　令和3年10月1日および令和4年4月1日採用の市職
員を募集します。詳細は、市ホームページまたは受験案
内をご覧ください。
▷募集職種・受験資格＝別表のとおり
▷採用予定日＝①〜③令和3年10月1日④〜⑥令和4年
4月1日
▷1次試験日／場所＝6月20日㈰／江戸川大学駒木キャ
ンパス
申市役所人材育成課およびおおたかの森市民窓口セン
ターで配布の試験申込書に必要事項を明記の上、5月31
日（消印有効）までに〠270－0192流山市役所人材育成
課に郵送または持参（平日8時30分〜17時15分）
問人材育成課☎7150－6068

1008151

　5月14日に、勤務先などに特別徴収税額の決
定通知書を発送します。65歳未満で給与所得
と年金所得があり、個人住民税（市・県民税）が特

別徴収される方は、原則として公的年金所得な
どの税額と給与所得の税額を合わせた額が徴収
されます。

　特別徴収は法律で定められた制度であり、千葉県内
全市町村では、法令順守と納税義務者の公平性の確保
の観点から、一定の例外を除き個人住民税の特別徴収
による納入を徹底しています。
　普通徴収を希望する方であっても、右表の普通徴収
切替理由に該当しない場合は特別徴収となります。ご
理解・ご協力をお願いします。
　なお、普通徴収切替理由に該当する場合は、給与所得
者異動届出書に必要事項を明記の上、市役所市民税課
へ提出してください。
問市民税課☎7150－6073　 1030113

　6月10日に納税通知書を発送します。

特別徴収（給与から天引き）される方

自営業の方など普通徴収（個人で納付）される方

事業主の方へ　個人住民税の特別徴収を徹底しています

　今年新築した家屋を中心に家屋調査を行いま
す。この調査は、固定資産税の基礎となる家屋
（住宅や店舗、工場、物置、車庫など）の評価額を算
定するため、家屋の構造や各部分（基礎、柱、屋根、
内外壁など）の使用材料や仕上げおよび設備など
を市職員（固定資産評価補助員）が伺い調査する
ものです。
　調査対象の家屋所有者には、事前に依頼文書を
郵送しますので、調査へのご協力をお願いしま
す。
　なお、家屋を取り壊した場合や用途を変更した
場合は、職員に告げるか、家屋滅失届を市役所資
産税課へ提出してください。
問資産税課☎7150－6074

符号 切替理由（下記の理由以外は不可）

普A 総従業員数が2人以下 
（専従者、乙欄該当者、退職者を除く）

普B 他の事業所で特別徴収（乙欄該当者）

普C
毎月の給与が少なく税額が引けない 

（給与支払総額96万5,000円以下の方を
含む）

普D 給与の支払いが不定期

普E 事業専従者 
（個人事業主のみ対象）

普F 退職者･休職者、退職予定者･休職予定者

募集職種 募集人数 受験資格

①建築上級A 5人程度
昭和60年4月2日以降に生まれた方で、
大学(短期大学を除く)を卒業もしくは
大学院の課程を修了している方

②保健師

若干名

昭和60年4月2日以降に生まれた方で、
保健師免許を有する方

③一般行政上級 
（心理士）

昭和60年4月2日以降に生まれた方で、
公認心理師資格を有する方

④一般行政上級 25人程度 昭和61年4月2日以降に生まれた方で、
大学(短期大学を除く)を卒業もしくは
令和4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4年3月31日までに修了見込み
の方

⑤土木上級
若干名

⑥建築上級B

※身体障害者の方の採用を含みます。



3 第1604号  令和3年5月1日㈯3

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

5月19日11時ごろに放送

地域の子育て支援の担い手を養成

千葉県が実施する抗体検査をお受けください

市内在住・在勤・在学の方はどなたでも参加できます

車両への堆肥の積み込み配布も

自治会やPTAの会報づくりに悩んでいませんか

防災行政無線を使った
情報伝達訓練を実施

子育て支援員研修を実施

風しんの任意予防接種費用を助成

市議会だより写真コンクール

森のエコ堆肥の配布を6月から再開

情報紙編集講座
～編集の基礎を学ぼう～

　地震・洪水や武力攻撃などの発生時に備え、「Ｊアラート（全国瞬時警報システ…
ム）」（注）を用いた情報伝達訓練を行います。当日は、市内79カ所に設置している防
災行政無線から放送されます。なお、今回は安心メールでもテストメールが送信さ
れます。
日5月19日㈬…11時ごろ
▷防災行政無線放送内容＝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
▷安心メール送信内容＝「これは、Ｊアラートのテストです」…
注：緊急情報を、国から人工衛星などを通じて瞬時に伝える
システム
問防災危機管理課☎7150－6312

　子育て世帯の増加に伴い、子育て支援の担い手が求められています。保育所など
の地域の子育て支援を担う方を養成する研修を実施します。子育て支援の基礎的な
分野から専門分野まで広く学ぶことができ、研修を修了した方には、全国共通の「子
育て支援員研修修了証書」が渡されます。研修費用など詳細は、市ホームページをご
覧ください。
　なお、受講生の方は一時保育（未就学児のみ）を利用できる場合がありますので、ご
相談ください。
▷研修コース／従事できる場所＝地域保育コース／小規模保育事業所など、地域子
育て支援コース／地域子育て支援センター
対全日程に参加可能な市内在住・在勤の20〜65歳の方
定各20人※書類審査あり
申市役所子ども家庭課で配布の申込書（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、5月6日〜6月10日（必着）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
1001278

　妊婦の方の風しん感染を予防するため、妊娠を希望する女性とその同居者および
風しんの抗体価が低い妊婦の同居者を対象として、千葉県が実施する風しん抗体検
査で風しん抗体価が低下していると認められた方に対し、令和3年4月1日〜令和4
年3月31日接種分の風しん予防接種費用の一部を助成します。
　過去に妊婦健診等風しん抗体検査を受けたことがある方で、抗体価が低かった方
も千葉県風しん抗体検査の対象となります。予防接種費用の助成には千葉県風しん
抗体検査の受診結果が必須となりますのでご注意ください。詳細は市ホームページ
をご覧ください。
対次の全てを満たす方①接種日現在、流山市に住民登録のある方②平成30年12月
25日以降に千葉県が実施する風しん抗体検査で抗体価が低いとされた方※過去に風
しんの予防接種費用助成を受けたことがある方、国が定めた定期接種の対象者（注）
を除く
申保健センターで配布の申請書（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、必要書類を添付し、令和4年3月31日（消印有効）までに〠270－0121
流山市西初石4－1433－1保健センターへ郵送または持参
注：昭和37年4月2日〜昭和54年4月1日に生まれた男性は、国による「風しん抗体
検査・風しん第5期定期接種」が実施されるため、今回の任意予防接種費用助成の対象
外となりますが、検査の値によっては一部対象となる場合があります。詳細はお問
い合わせください。
問保健センター☎7154－0331

1019557

　流山市議会では、「流山市議会だより」の1面に掲載する写真を募集しています。入
賞者には、賞状と3,000円相当の記念品のほか、掲載された流山市議会だより10部
を進呈します。市内で撮影した四季折々の風景、学校行事の写真など、とっておきの
1枚を、ぜひご応募ください。
▷テーマ＝流山市内で撮影した、四季折々の風景、祭りやイベントの写真、学校行事
（運動会、修学旅行、文化祭など）の写真（令和2年1月以降に撮影された、未発表の自
作品）
▷応募資格＝市内在住・在勤・在学の方
▷応募規格＝カラープリント2Lサイズ（ペーパーサイズ127mm×178mm程度）に印刷
した横長写真※合成などの加工写真は不可。入賞者のみ後日データ提出
▷応募方法＝所定の応募票（市役所、各出張所、各公民館などで配布。市議会ホーム
ページからダウンロードも可）に必要事項を明記の上、応募作品の裏面に貼付し、5月
31日（必着）までに〠270－0192流山市役所議会事務局へ郵送または持参※応募は
1人3点まで。入賞は1人1点。個人が特定できる写真は必ず本人の許可を得てくだ
さい。なお、入賞作品の使用に当たっては、撮影者の氏名を明示します。
▷選考結果＝郵送で通知。入賞者には別途連絡します。なお、応募作品は返却しま
せん。

　森のまちエコセンターに持ち込まれた剪
せんてい

定枝
し

から製造される「森のエコ堆肥」は、
在庫がないため、配布を休止しています。
　現在製造中の堆肥は、6月から配布する予定です。在庫の有無など詳細は、森のま
ちエコセンターまでお問い合わせください。
日毎月第2・4火曜9時〜11時※祝日の場合は翌日
所森のまちエコセンター
持持ち帰り用の容器　申不要

　編集のプロから情報紙づくりの基礎や取材のコツなどを学びます。自治会やPTAの
会報づくりで悩んでいる方や、情報紙づくりに関心のある方はぜひ、ご参加ください。
日6月3日㈭10時〜12時　所文化会館
講フリーライター・紅谷りかさん　定10人（先着順）　費無料　
申電子申請または市役所企画政策課へ電話※1歳〜就学前児の一時保育あり（先着5
人。5月19日までに要申し込み。保育カード送付のためPC用メールアドレスまた
は住所が必要）
問企画政策課☎7150－6064　 1003422

　重機による車両の荷台への積み込み配布を6月から再開する予定です。当日は、重
機による積み込みが可能なトラックでお越しください。
日毎週水〜金曜9時〜11時、13時30分〜15時30分※祝日は除く
所森のまちエコセンター
申配布希望日の前日までに電話または直接窓口へ
問森のまちエコセンター☎7154－5736

【令和2年度の入賞作品】

「名残雪」　撮影者：黒沢英雄さん

「晩秋」　撮影者：宮本利子さん「闘魂」　撮影者：海老原隆司さん

問議会事務局☎7150－6099
「芝桜とチューリップと流鉄さくら号」　撮影者：原口孝和さん

科目 コース 期日
※時間はいずれも9時～17時 場所

基本研修

共通

7月3日㈯·10日㈯
江戸川大学

専門研修

7月17日㈯·24日㈯

8月20日㈮·25日㈬、9月25日㈯の
いずれか1日

8月20日は北消防署
8月25日、9月25日は

中央消防署

地域子育て
支援コース 8月7日㈯

江戸川大学
地域保育

コース
10月9日㈯を受講ののち、

10月18日㈪～25日㈪のうち
グループ別に2日※計3日

車両への堆肥の積み込み配布を再開（予約制）
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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

6日㈭～8日㈯ 母の日のプレゼント作り
29日㈯ 軽スポーツ大会

江戸川台児童センター
☎7154−3015

6日㈭～8日㈯ 母の日のプレゼント作り
15日㈯ 卓球教室
31日㈪ ママのリフレッシュ体操

赤城児童センター
☎7158−4545

8日㈯ ドッジボール大会

15日㈯ 人形劇（3～10歳児向け）
定30人（先着順）※要申し込み

十太夫児童センター
☎7154−5254

6日㈭～8日㈯ 母の日のプレゼント作り
22日㈯ 卓球教室

野々下児童センター
☎7145−9500

19日㈬ リトミック（2～3歳児向け）
定20組（先着順）※要申し込み

29日㈯ 卓球教室
思井児童センター

☎7159−5666
22日㈯ ミニドッジ大会
29日㈯ ピッグ10大会

向小金児童センター
☎7173−9320

15日㈯ マンカラ大会

28日㈮ リトミック（乳幼児向け）
定10組（先着順）※要申し込み

●親子サロン… …日／内11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　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12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　対子育てママ（お子さんと一緒の参加も可）
… 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19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20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）

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 （5月）

●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
もあり　日11日·18日·25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。ミニイベントは親子ヨガ。

おもちゃ病院もあり　日20日㈭　所南流山福祉会館
… 定20組（先着順）　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

親子遊びで学ぶ子育てのコツ

子育てママのセミナー

快適スッキリ子育てライフ

5月20日から

親子で楽しく遊びます

こそだてI・RO・HA～色葉～

赤ちゃんといっしょ（全3回）

子育てママのリフレッシュサロン

おおぐろの森中学校開校準備
Q＆Aをホームページで公開

児童館・児童センターの
幼児グループ募集

　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
の不安を軽減しましょう。
日6月3日㈭10時〜11時30分
所東部公民館
講保育士・田中丸宏美さん
対未就学児とその保護者
定12組（先着順）
費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　

　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6月10日・17日・24日の木曜10時〜11
時30分（24日は12時まで）
所北部公民館
講助産師・米村洋子さん、小路和子さん、管理
栄養士・井上智美さん
対0歳児とその母親
定7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、5
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

　お子さんと一緒に参加できるエクササイ
ズ講座です。体も心もほぐして、リフレッ
シュしましょう。
日5月27日㈭10時30分〜11時30分
所南流山センター
講フィットネスインストラクター・佐々木務代
さん
対子育てママ※お子さんと一緒の参加も可

定30人（先着順）
費500円（お子さんは100円）
持タオル、飲み物、マスク、ヨガマットもしく
はバスタオル、お子さんを座らせるシート、
おもちゃ
申電話または直接窓口へ
問南流山センター☎7159－4511

　令和4年4月に開校するおおぐろの森中
学校の開校準備に関する情報をQ＆A形式
で市ホームページに公開します。
　なお、保護者説明会については、令和3年
10月以降に開催する予定です。
▷開設予定日＝5月20日から
内おおぐろの森中学校の概要、施設、教育、その他開校に関わることなど
問学校施設課☎7157－2755　 1030565

場所 問い合わせ先
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
おおたかの森児童センター ☎7150−7331

　市内在住の幼児とその保護者を対象にグループ活動を実施します。たくさ
んの親子が集まって楽しく遊びながら地域で子育ての輪を作ります。
◆パンフレット配布
日 配布中〜5月8日㈯10時〜12時

申各児童館・児童センター

児童館・児童センター　5月の催し物

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。
日 ①5月8日㈯13時〜15時30分 ②5月9…
日㈰13時〜15時30分、5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

問①森の図書館☎7152－3200
1030308

②クリーンセンター☎7157－7411
1016384

赤ちゃんと一緒におしゃべり美ヨガ
体も心もリフレッシュ
日5月25日㈫10時〜11時30分　所南流
山センタ－　講美ヨガインストラクタ－・出口
真由子さん　対生後2カ月〜ハイハイ期前
の赤ちゃんとママ　定10組（先着順）
費500円　持バスタオル、飲み物、マスク
申電話または直接窓口へ
問南流山センター☎7159－4511

生涯学習センター(流山エルズ)の子育て
サロン サンサン　乳幼児のいるママたち
の交流の場
　「子育てサロン　サンサン」は、乳幼児連れ
の方ならどなたでも参加できる「あそび場」で
す。乳幼児のいるママ同士で情報交換をし
ませんか。
日5月26日㈬10時〜11時30分（9時30分
受け付け）
所生涯学習センター(流山エルズ)
定10組（先着順）
費無料
申電話または直接窓口へ
問生涯学習センター(流山エルズ)…
☎7150－7474　 1030233

双子の子育てひろば　さくらんぼくらぶ
　双子・三つ子ならではの子育ての悩みや不
安を話し合い情報交換しませんか。
日6月5日㈯10時〜11時30分
所初石公民館　
講助産師・小林由美子さん
対3歳未満の双子・三つ子とその親またはプ
レママ　定5組程度（多数抽選）※20人まで
費無料
申5月15日までに電子申請ま
たは文化会館に電話
問文化会館☎7158－3462

1001276

おおぐろの森中学校完成イメージ図

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。
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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

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）

15日㈯・27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

21日㈮
（歯科・栄養コース）

もぐもぐ教室
（予約制）

18日㈫・25日㈫ 保健センター 4～5カ月児の離乳食指導。母子健康手帳持参20日㈭ 南流山センター

カムカムキッズ
（予約制）

26日㈬ 保健センター 令和2年5～6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、歯ブラシ持参28日㈮ 東部公民館

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2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…6日㈭・7日
㈮・10日㈪・11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　 10006465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（5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 6日㈭ •17日㈪ 14時～16時
酒害相談 20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。

対象者へ個別通知を発送

4月1日以降に生まれた生後50日以内の赤ちゃんが対象

あなたの自治会（マンション）にも自主防災組織の設立を
高齢者の肺炎球菌感染症予防接種

新生児聴覚スクリーニング
検査費用の一部助成を開始

地域で取り組む減災対策

よい歯のコンクール出場者・
健康啓発標語の募集を中止

　定期接種の対象となる方（別表）へ4月下旬に個別通知しました。なお、すでに定期
接種を受けた方は対象外となるため通知していません。
　高齢者の肺炎の原因は、肺炎球菌による感染が最も多いといわれています。予防接種
で全ての肺炎を予防できるわけではありませんが、重症化を防ぐ効果が期待できます。

【接種を受ける時の注意点】
　市内と市外の一部医療機関に予診票を設置しています。事前に接種を希望する医
療機関に予診票とワクチンの有無を確認の上、お申し込みください。接種の際は、市
から発送した個別通知を持参してください。
 予診票のある医療機関で接種する場合
　個別通知、住所と生年月日が証明できるもの（保険証、運転免許証など）を持参して
ください。
 予診票のない医療機関で接種する場合
　電子申請、保健センターに電話または直接窓口で予診票の交付申請を
してください。窓口の場合は即日交付できますが、電子申請と電話の場
合は1週間ほどかかります。
※契約医療機関の詳細は、市ホームページをご覧ください。
問保健センター☎7154－0331

1000688

　生まれつきの聴覚障害を早期に発見し、早い段階で適切な支援を受けることがで
きるように新生児聴覚スクリーニング検査費用の一部を助成します。
　県内の各医療機関に設置の受診票に必要事項を記入の上、受診してください。自
己負担額は、各医療機関の検査費用から助成額を差し引いた額となります。
　県外の医療機関で検査を受ける場合は、償還払いとなります。詳細は、市ホーム
ページをご覧ください。
対令和3年4月1日以降に出生し、検査当日に次のいずれかに該当する赤ちゃん①流
山市に住民登録がある妊婦が出産した生後50日以内の赤ちゃん②流山市に住民登
録がある生後50日以内の赤ちゃん
▷助成対象となる検査＝生後50日までの間に初めて受けた新生児聴覚スクリーニ
ング検査
▷助成金額＝初回に要した費用または3,000円のいずれか低い額
問保健センター☎7154－0331

1030140

　自主防災組織は、大規模災害から住民の命と生活を守るため、地域の皆さんが協力
して防災活動に取り組むことを目的に、自治会・マンション管理組合単位で構成され
る組織です。
　現在、市内の182自治会のうち136自治会が自主防災組織を設立し、防災資機材の
整備や地域で取り組む防災活動などを通じて、地域の防災力向上に尽力いただいて
います。なお今年度よりマンション管理組合でも自主防災組織の設立が可能となり
ました。
　設立を希望する自治会などは、必要書類を市役所防災危機管理課に提出してくだ
さい。なお、提出資料の参考例は、市ホームページでご覧になれます。
▷設立時の必要資料＝①自主防災組織設立届出書②自主防災組織規約③自主防災組
織防災計画④自治会自主防災組織会員名簿または組織の世帯数が分かる資料⑤自主
防災組織区域図
 自主防災組織を補助金で支援
　自主防災組織の防災活動を支援するため、防災資機材の整備や防災訓練・研修に係
る費用などに補助金を交付しています。詳細はお問い合わせください。
対自治会を単位として組織された自主防災組織およびマンション管理組合を単位と
して組織された自主防災組織
▷補助金額＝1自主防災組織につき経費の3分の1※限度額（別表）あり。千円未満の
端数切り捨て
申各自治会長などに郵送済みの申請書類に必要事項を明記の上、必要書類を添付し、
〠270－0192流山市役所防災危機管理課に郵送または持参

問防災危機管理課☎7150－6312
1003608

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、親と子のよい歯のコンクール、高齢者
よい歯のコンクール、歯と口の健康啓発標語コンクールの募集を中止します。
問保健センター☎7154－0331

対象者
令和4年3月31日時点で、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の方
※接種当日に満60～64歳の方でも、心臓や腎臓などに重い障害のある方は対象と
なる場合があります。主治医にご相談ください。

自己負担額 2,400円（生活保護受給者は免除）

契約医療機関 千葉県内（個別通知参照）

期間 令和4年3月31日まで

※本人が接種を希望する意思表示のできる方に限ります。
※すでに肺炎球菌予防接種を受けた方は対象となりません。

補助対象事業 事業内容例 補助金額

自主防災組織の防災
活動に必要な資機材
の購入または更新に
要する費用

備蓄食糧、携帯型無線機、
発電機、毛布、車いすなど
の購入や自主防災組織が
管理する消火器の買い替
えや詰め替え、地域の防災
活動のための感震ブレー
カーの購入など

費用の3分の1※組織の世帯数（前年度の10月1日
時点）に応じ次の上限額あり
100世帯以下＝5万円（組織設立時7万5千円）、
101世帯以上300世帯以下＝7万5千円（組織設立
時11万2千円）、301世帯以上600世帯以下＝10万
円（組織設立時15万円）、601世帯以上1,000世帯
以下＝12万5千円（組織設立時18万7千円）、1,001
世帯以上＝15万円（組織設立時22万5千円）

防災訓練、自主防災組
織が主催する講演会、
防 災 活 動 に関 する研
修などに要する費用

炊き出し訓練用材料、訓練
用消耗品などの購入、講師
謝礼、会場借上料、広報費
用、資料作成費用、研修場
所への移動費用（バス借上
料）、施設入場料、講座参
加費、防災士資格取得費用
など

費用の3分の1（上限額は15万円）

その他防災活動として
市長が特に必要と認
める事業に要する費用

− 費用の3分の1（上限額は5万円）
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ながいき100歳体操を始めよう

お子さんをいつもよりすてきに撮影しよう！

筋力アップ教室（全3回）

スマートフォンカメラ講座

　ゆっくりとした音楽に合わせて体を動かす「なが
いき100歳体操」で筋力アップを目指しましょう。
日 5月18日・25日、6月1日の火曜10時〜11時30
分　所江戸川台福祉会館　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30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　持マスク、飲み物、筆記用具、タオ
ル、動きやすい服装、室内履き　申 5月6日から市
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☎7150－6080FAX 7159－5055　 1017534

　プロカメラマンからアドバイスをもらいながら、
お子さんのすてきな写真を撮りましょう。
日 6月6日㈰10時〜11時30分、13時30分〜15時
所森の図書館　講プロカメラマン・中川さとみさん
対未就学児とその保護者　定各15組（先着順）
費各500円　持スマートフォン、筆記用具
申 5月2日10時から電話
問森の図書館☎7152－3200　 1030309

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

5月
　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〜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）
　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

●法律相談（予約制）
　火・木曜（13時〜15時40分）
　※4日を除く
●悩みごと相談（予約制）行政
　月曜（10時〜15時）
　※3日を除く
●税務相談（予約制）
　26日（13時〜16時30分）
●登記相談（予約制）
　12日（13時〜15時40分）
●交通事故相談（予約制）
　17日（10時〜15時）
●暮らしの手続き相談（予約制）
　21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）
　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
●心配ごと相談
　水曜（13時〜15時30分）

月〜金曜（8時30分〜17時）
☎7158－1616

市民相談室の相談 その他の相談

　療育相談室
　問療育相談室☎7154－4844
●酒害相談
　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
●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

は11時から、30日は16時まで。月曜休
館）※6日は休館
所森の図書館　費無料　申不要
問森の図書館☎7152－3200

1030307

★フォトコンテスト写真展

　フォトコンテストの入賞作品を展示しま
す。市内外のアマチュアカメラマンによる
表現豊かな作品をご覧ください。
日 5月1日㈯〜5日㈬10時〜20時（1日
は14時から、5日は15時まで）
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

募集
★会計年度任用職員（学校等栄養士）

　詳細は、市ホームページをご覧くださ
い。
▷勤務日時＝原則、週5日9時〜17時
▷勤務場所＝市役所ほか
内教育委員会の学校給食実施に関する
業務　対 3年以上の実務経験のある栄養
士資格をお持ちの方
▷任用期間＝令和4年3月31日まで
▷時間給＝1,335円（交通費別途）
問学校教育課☎7150－6104

1030674

資格
千葉県調理師試験

日 10月30日㈯
所幕張メッセ国際展示場（千葉市）
申松戸健康福祉センター（松戸保健所）で
配布の願書を、5月24日〜28日（消印有効）
に〠271－0073松戸市小根本7松戸健
康福祉センターへ郵送※詳細はお問い合
わせください。
問松戸健康福祉センター（松戸保健所）
☎047－361－2121

その他
★お抹茶を楽しむ会　
一茶双樹記念館の和の空間で

　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 5月28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

★千寿の会

　6月は、「万作楽踊会」による万作踊りの
披露があります。
日 6月7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 5月1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

1029993

創業スクール（全4回）
（千葉県信用保証協会主催）

　これから創業を考えている方や創業間
もない方を対象とした創業スクールを、オ
ンライン会議アプリ「Zoom」などを用い
て開催します。
　経験豊かな中小企業診断士が講師とな

日 5月9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☎・FAX7150－5750

★自治会を通じた文書配布

　5月14日付で自治会などを通じて文書
を配布します。なお、今回は自治会長宛
ての文書のみとなります。
▷配布文書＝市子連50周年記念誌　ほか
問コミュニティ課☎7150－6076

★再生自転車の販売

▷応募期間＝5月15日㈯〜29日㈯9時〜
17時※祝日を除く　対市内在住・在勤・在
学の方※1年以内に当選した方を除く　
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

★春の自然散策　史跡めぐり

　市内の史跡を巡りながら、流山の歴史
を学んでみませんか。
日①5月22日㈯9時30分〜11時②5
月27日㈭9時30分〜11時※雨天中止
所①流鉄平和台駅集合②流鉄流山駅集
合　内①一茶双樹記念館付近②近藤勇
陣屋跡付近　対市内在住・在勤・在学の方
定各10人（先着順）　費無料　持マスク、
動きやすい服装、飲み物、筆記用具　申文
化会館に電話または直接窓口へ
問文化会館☎7158－3462

1030519

★中部地区ウオーキング（流山市コミュ
ニティスポーツリーダー会中部地区主催）

日 5月23日㈰8時30分〜11時30分（8
時から受け付け）※雨天中止
所初石駅前集合　▷コース＝初石駅→…
日光橋→金刀比羅神社→上貝塚→西栄
寺→茂呂神社→天神社→おおぐろの森小
学校→市総合運動公園　費無料
持マスク、飲み物、タオル　申不要
問スポーツ振興課☎7157－2225

★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。

り、創業計画の作成をしっかりとサポート
します。最終日には創業経験者による講
演も行います。申し込み方法など詳細は、
同協会ホームページをご覧ください。
日 6月19日・26日、7月3日・10日の土曜
定 30人（先着順）　費無料
申千葉県信用保証協会のホームページか
ら電子申請
問同協会☎043－311－5001

お詫びと訂正
　広報ながれやま令和3年4月21日号2
面に掲載した、「鰭ケ崎・思井地区の字の
区域および名称を変更」の記事内の地図
の表記に一部誤りがありました。地図中
の5月22日から字の区域および名称が
変更となる地区の名称は、正しくは「流山
都市計画事業鰭ケ崎・思井地区一体型特
定土地区画整理事業地区」です。お詫び
して訂正します。
問町名変更について…総務課☎7150－
6067
住所・本籍について…市民課☎7150－
6075
土地区画整理事業について…まちづくり
推進課☎7157－6100
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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

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

市民ギャラリー展
市文化協会俳句部の作品を展示します。

問㈱アーテック☎7154－1441
1001703

5月6日㈭～31日㈪

四季の花々展
「若葉風」をテーマに展示します。

問生涯学習課☎7150－6106
1001705

5月10日㈪～14日㈮

　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
■第6回　こどものアトリエMEGUMI 絵画
展（市教委後援）＝5月3日㈷〜9日㈰10時〜
18時(9日は17時まで）、生涯学習センター
(流山エルズ)。無料問木村☎7159－9527
■無料 体験詩吟教室（流山吟詠会主催）＝①
5月6日㈭・20日㈭13時〜13時30分、東部
公民館②5月8日㈯・22日㈯14時〜14時
30分、北部公民館③5月10日㈪・17日㈪13
時〜13時30分、初石公民館。無料※要申
し込み問糸川☎090－4926－7319
■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:5月8日㈯
11時〜11時40分、13時〜13時40分、おおた
かの森センター、大人フラ:5月18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
■遊びながら英語を学べる Let’s play 
BBcard! 小学生対象（BBカード・英語で遊ぼ
う主催)＝5月15日㈯13時〜14時、おおた
かの森センター。無料※要申し込み問丸田
sakiko.english5@gmail.com

■流山憲法集会「清水雅彦日本体育大学教
授」講演会（九条の会・流山主催）＝5月15日
㈯13時30分〜16時、生涯学習センター(流
山エルズ)。500円※18歳以下無料。要申
し込み問辻野☎7154－3675
■藝大生&藝大ジュニアアカデミー(大岩宝
新)ジョイントコンサート（石崎ヴァイオリン・
チェロ教室主催・市教委後援）＝5月15日㈯
17時〜19時30分、スターツおおたかの森

ホール。2,000円※要申し込み問大岩☎
090－6958－3087
■第12回定期演奏会（パルナス…フルートア
ンサンブル主催・市教委後援)＝5月16日㈰
14時〜16時、アミュゼ柏。無料問須田☎
7154－7413
■第21回日中美術交流展（日中水墨画研究
会主催）＝5月20日㈭〜25日㈫9時〜18時
（20日は13時から、25日は15時まで）、生涯
学習センター(流山エルズ)。無料問史

し

☎
090－7818－8299
■彩雅会 はがき絵作品展＝5月20日㈭〜
25日㈫10時〜18時(20日は13時から、25
日は14時まで)、生涯学習センター(流山エル
ズ)。無料問小林☎7143－9086
■初夏の山野草と盆栽展（流山市文化協会
盆栽部主催)＝5月21日㈮〜23日㈰9時〜
16時(21日は14時から)、初石公民館。無
料問井上☎7152－6561
■野田スカイスポーツ振興会スカイスポーツ
科学教室（市教委後援）＝5月22日㈯・23日
㈰6時〜12時、江戸川河川敷野球場。無料
※要申し込み問吉野☎090－9647－7982
■第18回流山市長杯（日本ヘルスバレー
ボール連盟流山本部主催)＝5月23日㈰9時
〜17時、キッコーマン…アリーナ。600円※
要申し込み問木村FAX 7199－2494
■南流山さつき会花期展（南流山さつき会主
催）＝5月29日㈯・30日㈰9時〜18時(30日
は16時まで）、南流山センター。無料問大町
☎080－6894－0112
■流山フィルハーモニー交響楽団第57回定
期演奏会（市教委後援)＝5月30日㈰14時
〜15時30分、文化会館。1,000円問小林
☎090－8744－1570
■楽しい書画展＝6月1日㈫〜4日㈮10時〜
17時（1日は14時から、4日は15時まで)、生
涯学習センター（流山エルズ）。無料問桑原
☎7159－6391

しみんの伝言板

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

パソコン講座

①パソコン入門:5月6日㈭
②ワード入門:5月10日㈪
③エクセル入門:5月11日㈫
④ワード基礎:5月12日㈬·13日㈭
⑤エクセル基礎:5月17日㈪·18日㈫
⑥VLOOK/ピボット:5月22日㈯
⑦エクセル関数:5月22日㈯
⑧ワード応用A:5月24日㈪
⑨ワード応用B:5月25日㈫
⑩エクセル応用A:5月26日㈬
⑪エクセル応用B:5月27日㈭

①～⑥⑧～⑪
10時～12時

⑦13時～15時

①～③⑧～⑪
各1,100円

④⑤各2,200円
（全2回）

⑥⑦各2,500円
（教材代別途）

※要申し込み

ちょっとだけエアロ 5月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

椅子を使ってころばん塾 5月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

集まれ! 小学生! 
縄跳びが大好きになる
ワークショップ

5月22日㈯ 15時～16時
300円

対小学生
持縄跳び、室内履き

※要申し込み
放課後アトリエ　用意さ
れた画材を使って、自由
に絵を描いてみよう!

5月26日㈬ 15時～17時
500円

対小・中学生
※要申し込み

市民対象の公民館パソコン教室（6月）

講座名 期　日 時　間 内　容
①初めての
パワーポイント

6月15日㈫
16日㈬ 9時～12時 きれいなデザインの背景に画像や音を入れ、見栄え

のよいプレゼン資料を作成します。

②パソコン教室 6月22日㈫
23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 6月4日㈮
5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①3,000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
★いろいろアート

　色鉛筆でプラスチックの板に小さな花
を描き、接着してアジサイを作ります。
日 5月11日㈫13時〜15時
所野々下福祉会館　講アートハウスいろ
いろ所属造形作家・上谷知沙子さん　対市
内在住・在勤・在学の方　定 5人（先着順）　
費 1,000円（材料代含む）
持色鉛筆、はさみ、作品を持ち帰る袋
申 5月2日から電話
問野々下福祉会館☎7145－9500

1030084

★無料スマートフォン入門講座　ス
マートフォンでインターネットを楽しもう

　スマートフォンの基本操作やインター
ネットの使い方などを学びます。
日 5月14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　持普段ご使用のスマートフォン（お持
ちの方のみ）　申 5月2日9時から電話
問思井福祉会館☎7159－5666　

1030097

申 5月2日10時から博物館に電話
問博物館☎7159－3434

1030666

★赤ちゃんと一緒にベビーサイン

日 6月3日㈭10時〜11時15分　所森
の図書館　講日本ベビーサイン協会認定
マスターインストラクター・牛木貴恵さん
対 6カ月〜2歳の赤ちゃんとパパ・ママま
たは妊婦の方　定 15組（先着順）
費 500円　申 5月2日11時から電話
問森の図書館☎7152―3200

1030310

★リサイクル講座　不用布などを
使って楽しくリサイクルしよう

①ハンカチでブローチづくり
日6月7日㈪13時〜16時
定10人（多数抽選）　費300円　持不用
になったハンカチ、布切りはさみなど

1027617

②小窓付き夏ぼうしづくり
日❶6月9日㈬❷6月16日㈬13時〜16
時　対全日程に参加できる方
定6人（多数抽選）　費350円
持不用布、ミシン糸など　 1025804

③着けたまま飲料が飲めるマスクづくり
日6月14日㈪10時〜12時　定10人（多
数抽選）　費100円　持不用布、裁縫道
具など　 1030657

【共通事項】
所クリーンセンター
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、返信用に宛名を明記の上、①5月
24日②5月26日③5月31日（いずれも必

★グリーフ・カウンセリング　大切な
方やご家族を亡くされた方の集い

　今の気持ちを話してみませんか。聴く
だけの参加もできます。
日 5月14日㈮13時30分〜15時30分
所野々下福祉会館　講グリーフカウンセ
ラー・金山美智子さん　対市内在住・在
勤・在学の方　定 5人（先着順）　費 300
円（資料代）　申 5月2日から電話
問野々下福祉会館☎7145－9500

1030085

★個人指導によるパソコン教室

日 5月20日㈭･21日㈮13時30分〜15
時30分　所野々下福祉会館　対市内在
住・在勤・在学の方　定 5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 5月2日から電話
問野々下福祉会館☎7145－9500

1030083

★博物館寺子屋講座　
古文書目録を読み解く

日 5月21日㈮13時30分〜14時30分
所中央図書館　定 14人（先着順）
費無料　持マスク

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

★就職個別相談セミナー　コロナ
禍で就活を成功させるためには

　コロナ禍での就活は戸惑うことばかり
です。そんな時こそ現状を捉え適切な就
活方法を知り、自分に合った就活を目指し
ましょう。
日 6月8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）
対主に若年未就労者の方で働く意欲のあ
る方およびその家族
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

危険物取扱者保安講習会

日 7月2日㈮　所文化会館
定 400人（先着順）
費 4,700円※千葉県収入証紙
申 5月24日〜28日に消防本部予防課へ
申込用紙を提出
問消防本部予防課☎7158－0270

展示
★ギャラリーガラスケース展示　
茂野柰

だい

園
え ん

の書と森の句会展

　市内在住の書道家・茂野柰園さんの書や
和の小物、俳句などの作品を展示します。
日 5月1日㈯〜30日㈰9時〜17時（1日

★は市または指
定管理者などの
主催のもの
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●軽自動車税（種別割）(全期)　●国民健康保険料（過年度随時期）
●介護保険料（過年度随時期）　●後期高齢者医療保険料（過年度随時期）
納税・納付は便利な口座振替で　 1000531

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。古紙100％再生紙、 植物油インキ使用

利根運河の新緑を楽しもう

久保田サウンドコレクションvol.3

1,000円ごとに300円の割引

小学1〜3年生対象

（流山市子ども会育成連絡協議会主催）

カンタンかわいい☆クリアバッグをつくろう

　明治期の土木遺産として有名な利根運河。自然の
地形を生かして作られた運河は、今も建設当初の姿を
残しています。3月には、二代目利根運河ビリケンさ
んもやってきました。新緑の美しい運河を親子で楽
しんでみませんか。
日5月27日㈭10時〜12時※雨天中止　所運河駅ギャ
ラリー（運河駅自由通路内）集合　▷コース＝運河駅
ギャラリー→眺望の丘→ふれあい橋→運河水辺公園（現地解散）※約2キロ　対乳幼児
とその保護者　定12組(先着順)　費200円(保険・資料代)※1人追加につき100円　
持飲み物、タオル、マスク　申利根運河交流館に電話またはメール
問利根運河交流館☎7153－8555（月・火曜休館、祝日の場合は翌日）※3日・4日は開
館、6日・7日は休館　 toneunga@bz03.plala.or.jp

　新型コロナウイルス感染症の影響により、会食の自粛が続く皆さんに家庭で飲食店
の味を楽しんでいただくとともに、時短営業要請で影響を受けている市内飲食店を応
援するため、「テイクアウト・デリバリー応援事業　第2弾」を実施しています。
　本事業に登録している取扱店でテイクアウト（デリバリーを含む）を利用すると、支

払額1,000円ごとに300円の割引が受けられます。なお、1会計の割引限度額は、
1,500円まで、実施期間は5月31日までです（各取扱店の対応件数の上限に達し次第
終了）。テイクアウトなどの割引を利用して、市内飲食店を応援しましょう。
問商工振興課☎7150－6085／流山商工会議所☎7158－6111

　サウンドクリエイター・久保田千陽さんがプロデュースするクラシック演奏グ
ループ「JPCO（Japan…Popular…Classics…Orchestra）」がジブリの名曲を演奏しま
す。ジブリの世界観を心ゆくまでお楽しみください。
日5月21日㈮19時〜20時（18時30分開場）
所スターツおおたかの森ホール
▷チケット代＝1階A～C列（指定席）：5,500円、1階D～M列（指
定席）：5,000円、2階2A～2D列（自由席）：4,500円、車椅子席（指
定席）：5,000円
▷チケット販売＝スターツおおたかの森ホールホームページ
問スターツおおたかの森ホール☎7186－7638

日6月20日・27日、9月19日、11月14日、12月19日、令和4年2月27日の日曜10時〜
12時※6月20日は説明会。日程・内容などは変更となる場合があります。
所生涯学習センター（流山エルズ）ほか　内レクリエーション、チャレンジゲーム、デ
イキャンプ（アウトドア体験）など　対市内在住・在学の小学生（未就学児の参加も
可。ただし小学3年生までは必ず保護者同伴）　定20人（多数抽選）　費小学生1,000
円、未就学児・保護者500円（保険・教材代）　申はがきに、郵便番号、住所、氏名（ふり
がな）、性別、電話番号、学校名・学年（未就学児は年齢）、参加する保護者氏名・年齢を
明記の上、5月25日（必着）までに〠270－0192…流山市役所生涯学習課「みんなであ
そぼう!」係へ郵送※兄弟姉妹は1枚で申し込み可
問生涯学習課☎7150－6106　 1027396

　身近にある材料を使って、自分だけのバッグを作ります。
日5月29日㈯13時30分から　所おおたかの森センター
対小学生以下※未就学児は保護者同伴
定10人（先着順）　費300円（材料代）
申5月2日10時からおおたかの森こども図書館に電話または直接窓口へ
問おおたかの森こども図書館☎7159－7041　 1030343

　夏休みの子どもの居場所づくりとして、保護者が日中不
在となる小学1〜3年生を対象に、学校施設の一部を開放
し、学習や読書、音楽、科学、工作などの体験学習プログラム
を行います。送迎が可能な方は、学区外でも利用できます。
　参加児童と保護者を対象とした事前説明会を6月20日㈰
に開催する予定です。
▷期間＝7月21日〜8月31日の平日9時〜15時30分※8月13日を除く
所小山小学校、南流山小学校　対開設期間のうち17日以上参加できる小学1〜3年生の
児童※学区外の場合は要送迎　定各50人（多数抽選）
費17,000円（前払い）※18日以上参加の場合は、1日追加につき1,000円
持昼食、飲み物、室内履き、着替え、筆記用具、マスク
申電子申請または所定の申込書（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、6月4日（必着）までに〠270－0176流山市加1－
16－2文化会館へ郵送
問文化会館☎7158－3462　 1014852

　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

夏休み子ども教室の参加児童を募集

イベント参加の際は事前に確認を

新緑の利根運河 de ほっこり
親子さんぽ グッとくる珠玉のジブリ

〜その音楽の世界編〜

　　　テイクアウト・デリバリー
応援事業を実施

みんなであそぼう! （全6回）

こどもアートワーク

1 取扱店に
連絡する

お店でサインをする

　支払額1,000円（税込み）ごとに300円の割引
が受けられます。
　1会計の支払額5,000円以上の場合、割引限
度額は1,500円まで。※1,000円単位を超えた
端数や支払額
1,000円未満
は割引の対象
になりません。

　お店から掲示され
る「割引換金引換券」
に必要事項（名前や日
付など）を記入します。

テイクアウトなどを
選択する2 3

● 利用方法 ●

　のぼり旗やポスターが目印です。
　取扱店一覧はコチラ（＝二次元
コード）。※事前に実施の有無を各
店舗にお問い合わせく
ださい。

第2弾


