
松戸市文化ホールで接種

基礎疾患のある方へ
　接種順位の上位に位置づけられる基礎疾患の範囲については市ホームページ

（ 1029641 ）をご確認ください。また、病状によってはワクチンの接種が適
さない場合もあります。事前に、接種を受けてよいか、ご自身の病気がこの基
礎疾患に該当するかを主治医にご確認ください。

【予約・接種時の注意点】
　優先予約は、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での
み受け付けます。
　基礎疾患の治療で通院している方は、市外の医療機関でも接種可能です。
通院先の医療機関でご確認ください。また、人工透析で通院している方は、あ
らかじめ接種について主治医にご相談ください。
　接種当日は、予診票の病名欄に病名を記入の上、当日持参してください。

　千葉県が、松戸市文化ホールでワクチンの集団接種会場
を開設しています。市から届いた接種券をお持ちの65歳
以上の方が対象です。市での接種も予約している場合は、
必ずどちらかをキャンセルしてください。ま
た、2回目は必ず1回目と同じ会場で接種して
ください。なお、予約枠に限りがありますの
で、お早めにご予約ください。詳細は、県ホー
ムページ（＝二次元コード）をご確認ください。
　接種を希望される方は、6月30日までに、１回目接種分を
①千葉県高齢者ワクチン接種予約コールセンター（☎0570－
000－264）に電話または②専用WEBサイト（＝二次元コード）、

③LINE（＝二次元コード）からお申し込みください（①は9時～
17時※土・日曜、祝日含む。②と③は24時間対応）。なお、２
回目の接種日は、１回目の接種時に接種会場でお知らせし 
ます。

　市では、6月末から64歳以下の方へ
新型コロナウイルスワクチンの接種券

（クーポン券）・予診票を順次郵送しま
す。予約の受け付けは、年齢区分ごとに
順次開始していきます。なお、基礎疾患
のある方は接種券が届き次第予約がで

きます。
問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(平日8時30分～17時
15分)

0120－586012（無料）
☎0570－017－894（有料）　 1029641

ワクチン接種状況

※前回（6月3日）比

（6月15日現在）

市のワクチン接種スケジュール 接種期間予約開始日時
※接種期間中も予約は受け付け

対象
6月 7月 8月 8月6日

以降21日～30日 1日～5日 6日～12日 13日～19日 20日～31日 1日～5日

基礎疾患のある方

50～64歳の方

40～49歳の方

30～39歳の方

29歳以下の方

予約次第、接種

7月13日接種開始

7月20日接種開始

7月27日接種開始

8月3日接種開始

7月12日8時30分

7月19日8時30分

7月26日8時30分

8月2日8時30分

※接種は2回必要のため、1回目の予約時に2回目の予約をお取りください。2回目の予約は、できる限り1回目の接種日の3週間
後の同じ曜日でお取りください。難しい場合は、3週間以降の早めの日でお取りください。

接種券は
どこで使えるの？

　届いた接種券は、市、国、県、職場・
大学などの接種予約の際にご利用い
ただけます。そのため、接種券が届き
ましたら、大切に保管してください。
　なお、市では、①医療機関（39カ
所）と②集団接種会場（最大9カ所。
順次開設）で接種を行います。所在
地、接種時間などは、市ホームページ

（ 1029641 ）やインターネット予
約サイトから確認できます。
　予約の前に、あらかじめ複数の接
種希望日・会場（接種2回分）をご検
討ください。

ワクチン接種の予約方法
 ①電話予約（平日8時30分～17時15分）
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

0120－586012(無料) ☎0570－017－894(有料)
FAX 050－3819－8335（聴覚や言語に障害のある方向け）
※基礎疾患のある方の優先予約は市コールセンターでのみ受け付け　
▷予約のキャンセル方法＝市コールセンターへ電話
 ②インターネット予約（24時間）
　二次元コードよりログインページが開きますので、接種券番号（接種券に記載）とパ
スワード（初回は生年月日）を入力の上、ログインしてください。
▷予約のキャンセル方法＝ログイン後のマイページからキャンセル
できます。詳細は、市ホームページ（ 1031088 ）をご覧ください。
また、市コールセンターから電話でキャンセルもできます。

65歳以上の方
が対象

●
コンビニ

●
コンビニ●

郵便局

銀行
●

松戸駅
至 北千住 至 柏

松戸市文化ホール
（松戸ビルヂング4階）
※受け付けは7階会議室

松戸駅西口駅前広場

専用WEBサイト LINE

会場 　松戸市文化ホール
　　　　※7階会議室で受け付け

住所 　松戸市松戸1307ー1
　　　　（JR松戸駅徒歩4分）

最寄り駅 　JR松戸駅

アクセス

対象者 1回目 接種率 2回目 接種率

医療従事者など 5，067人 88.7％
（＋ 2.4ポイント※）

75.9％
（＋ 17.6ポイント※）

65歳以上の方 46,689人 17.7％
（＋ 14.4ポイント※） 0.0％

個別接種など（累計） 13,091人
（＋6,081人※） 集団接種（累計） 3,516人

（＋ 1,685人※）

県ホームページ

接種券が届き次第、
市コールセンターで

予約開始
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タウンミーティングを開催 �  2面
流山市民スポーツ大会の参加者を募集 �  3面
成年後見制度の講演会・無料相談会を開催 �  5面
新型コロナウイルスワクチン接種の予約詐欺が急増!! �  8面

DEPAPEPE
アコースティック・ライブ
 �  6面

主な内容

6月末から64歳以下の皆さんへ
接種券・予診票を順次郵送

基礎疾患の
ある方は
届き次第
予約開始
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労働力調査にご協力を
東初石3丁目の一部

　総務省統計局と千葉県が、国の経済政策や雇用対策などの基礎資料を
得ることを目的として実施する調査です。毎月公表されている「完全失業
率」は、この調査をもとに発表しています。
　対象となった世帯には、千葉県知事発行の調査員証を携帯した調査員
がお伺いしますので、調査へのご協力をお願いします。
▷対象区域＝東初石3丁目の一部
▷調査期間＝7月～11月
問千葉県統計課☎043－223－2220

1008440

「まちづくり報告書」と
「各部局長の仕事と目標」を公表

市ホームページなどで
ご覧になれます

　流山市総合計画に位置づけられた各施策や事業の評価など、今後の取
り組み内容を示した「まちづくり報告書」と各部局の目指す姿や各課の使
命・役割などを記載した「各部局長の仕事と目標」を市ホームページなどで
公表しています。
問まちづくり報告書について…
企画政策課☎7150－6064

1026329

部局長の仕事と目標（これをやります！ 部長の仕事）について…
情報政策・改革改善課☎7150－6078

1010114

子育て世帯生活支援
特別給付金を支給

ひとり親世帯への国の臨時特別措置
　新型コロナウイルス感染症に係る低所得のひとり親世帯の生活支援とし
て、児童扶養手当の受給者などに対し、児童1人当たり一律５万円の子育て
世帯生活支援特別給付金を支給しています。
　児童扶養手当が支給停止中の方でも、公的年金受給者や新型コロナウイ
ルス感染症の影響により、家計が急変した方などは対象となる場合があり
ます。詳細は、市ホームページをご覧ください。
問子ども家庭課☎７１５０－６０８２　 1030513

児童手当の現況届を忘れずに
６月３０日までに提出を

　児童手当を受給している方に、現況届を発送
しました。まだ提出されていない方は、６月１日
現在の状況を、必要書類を添えて提出してくだ
さい。提出がなかった場合、6月分以降の手当
の支給が遅れる、または受けられなくなる可能
性があります。
▷提出方法＝６月３０日（消印有効）までに必要書
類を同封の返信用封筒で郵送または市役所子
ども家庭課へ持参（平日のみ）※出張所への提
出はできません。また、新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため、郵送での提出にご協力を
お願いします。
児童手当の申請

　中学生以下のお子さんを監護している方に、

児童手当を支給しています。支給は、原則とし
て申請した翌月からとなりますので、新たにお子
さんが生まれた方や市内に転入し、前住所地で
児童手当を受給していた方は、出生日・異動日
の翌日から１５日以内に手続きしてください。
　公務員の方は、勤務先からの支給となりま
す。現在、市から児童手当を受給している方で、
新たに公務員になった方や公務員から民間企業

（独立行政法人、国立大学法人を含む）へ転職し
た方などは、同じく異動日の翌日から１５日以内
に手続きしてください。
問子ども家庭課☎7150－6082

1001252

タウンミーティングを開催
7月10日・17日の2日間4会場で

　市長が市民の皆さんと一緒に流山の将来に
ついて語り合う、タウンミーティングを開催しま
す。市民の方であればどなたでも参加できます。
　各会場では、手話通訳（申し込み不要）や保育
ボランティアによる一時保育（２歳～未就学児対
象。7月7日17時までに市役所秘書広報課へ

要申し込み）をご利用になれます。また、車いす
でお越しの方や小さいお子さんをお連れの方の
ための優先スペースもありますので、お気軽に
お越しください。
　なお、当日の混雑状況により入場を制限する
場合があります。

開催日 時間 場所

7月10日㈯
10時～11時 30分 流山市役所

13時 30分～15時 南流山センター

7月17日㈯
10時～11時 30分 北部公民館

13時 30分～15時 東部公民館

問秘書広報課☎7150－6063　 1028838

移動暴力相談所を開設
暴力団などにお悩みの方へ

　（公財）千葉県暴力団追放県民会議では、地域振興事務所で移動暴力相談所を開設し、暴
力団などに関する相談に応じます。被害の防止と保護救済のため、相談内容によっては、
警察への通報や弁護士の紹介、訴訟費用の無利子貸し付けなどを行います。秘密は厳
守しますので、ご相談ください。
日7月7日㈬1０時～1６時　所東葛飾地域振興事務所（松戸市）
費無料　申不要
問同会議事務局 ０１２０－０

オ ー ヤ ク ザ ゴ ヨ ー

８９３５４☎043－2
ツイニゴヨー

54－8
ヤ ク ザ ゼ ロ

930

11月下旬まで
北部公民館の

エレベーター新設工事を実施
　期間中は通常どおり開館しますが、工事に伴う騒音や振動が発生するほか、駐車ス
ペースが少なくなっています。
　ご迷惑をお掛けしますが、ご理解･ご協力をお願いします。
▷期間＝実施中～11月下旬
問北部公民館☎7153－0567

庭木の管理講習会
失敗しない柑

かん

橘
き つ

類の育て方
　千葉大学環境健康フィールド科学センター・三輪正幸さんを講師に迎え、
摘
てき

果
か

や剪
せん

定
てい

、病害虫対策などの家庭での庭木の手入れ方法を学びます。
日7月7日㈬14時～16時　所生涯学習センター（流山エルズ）
定30人（多数抽選）　費無料
持筆記用具、上履き
申6月28日までに市役所みどりの課へ電話
問みどりの課☎7150－6092

1027357

1１月開催予定
流山市文化祭の
参加者を募集

　11月に開催される流山市文化祭の参加者を
募集します。詳細は各申し込み先へお問い合

わせください。そのほかの催しは、今後、広報な
がれやまなどでお知らせする予定です。

行事名 日時 会場 費用 申込期限 申し込み先

俳句
（俳句大会）

11月7日㈰
11時から

生涯学習
センター

（流山エルズ）

1,000円
11月7日 11時～12時

※欠席投句は
問い合わせください

平本☎7155-4673

映像
（自作ビデオ発表会）

11月７日㈰
13時 30分から 無料 7月31日

関口
shasou1971@
gmail.com

洋舞
（洋舞部合同公演）

11月28日㈰
14時から 文化会館

1万円＋
参加人数×

1,000円
7月15日

上野
mayumi_copperia@

ybb.ne.jp

問生涯学習課☎7150－6106　 1031339
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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

市内のプールを開放
事前に開場時間と

利用制限人数の確認を
　昨年は中止としていましたが、今年は7月3日からコミュニティプラザの
プールと流山・北部・東部の市民プールを開放します。新型コロナウイル
ス感染症の対策のため、開場時間の変更や利用人数の制限をしています。
ルールを守って安全に利用しましょう。詳細は、市ホームページをご覧く
ださい。
コミュニティプラザのプール（室内型）･市民プール（流山･北部･東部）

日7月3日㈯～9月5日㈰

流山市民スポーツ大会の
参加者を募集

練習の成果を発揮しよう
　今年も、市民の皆さんを対象とした第55回
流山市民スポーツ大会を開催します。詳細は、

各種目担当者へ直接お問い合わせください。

種目 開催日 場所 申込締切日 問い合わせ先

バスケットボール 8月29日㈰ キッコーマン アリーナ 7月15日 小縣
☎7159－9378

テニス 9月5日･12日･19日の日曜 市総合運動公園 8月12日 秋元
☎7159－3333

バドミントン 9月19日㈰
キッコーマン アリーナ

9月1日 真通
☎7141－3366

卓　球 9月23日㈷ 8月27日 斉田
☎7154－9535

野　球 9月～11月
市総合運動公園 

江戸川河川敷 
市内高校グラウンド　ほか

8月31日 小嶋
☎7158－2573

剣　道

10月10日㈰

キッコーマン アリーナ
9月15日 矢幡

☎7153－8383

柔　道 9月18日 亀山
☎7158－3498

カヌー 江戸川 10月3日 青木☎ 090－
9954－4071

弓　道 キッコーマン アリーナ 10月9日 遠藤
☎7154－3713

クレー射撃 成田射撃場 不要 寺嶋
☎7182－5774

アーチェリー 10月17日㈰ 流山おおたかの森高校 10月10日 小室
☎7158－6735

ソフトテニス
①一般･小学生 :10月17日㈰ 

②中学生 :11月6日㈯･
20日㈯

市総合運動公園 開催日の10日前 中村
☎7154－1059

サッカー 10月17日、11月7日･
14日･21日･28日の日曜 流山スポーツフィールド 9月15日 長谷川

☎7156－0971

バレーボール
①家庭婦人 :10月23日㈯ 
②一般男女 :10月24日㈰･

31日㈰

①キッコーマン アリーナ 
②コミュニティプラザ 9月30日

①岡田
☎7152－5363 
②久須☎ 090－

7704－1276

ソフトボール 10月24日㈰･31日㈰ 流山スポーツフィールド 8月14日 村木☎ 090－
4278－9264

陸上競技 10月24日㈰ 柏の葉公園総合競技場 10月13日 伊藤
☎7159－2551

スポーツ吹矢 11月16日㈫

キッコーマン アリーナ
9月30日

西川☎ 090－
7567－3701

空手道 11月23日㈷ 張ヶ谷
☎7158－3933

ハンドボール 11月28日㈰ 11月20日 高橋
☎7155－7174

ラグビー 12月26日㈰ 麗澤中学・高等学校
麗澤ラグビー場（柏市）　ほか 11月26日 川合☎ 080－

3406－3926

問スポーツ振興課☎7157－2225

　流山市（西平井・鰭ケ崎地区、鰭ケ崎・思井地区）と千葉県（木地区）
で宅地を販売しています。
　豊かな自然環境を活

い

かし、生活利便施設の充実はもちろん、子育
て環境も充実した、安心で心地良い街で新たな生活をスタートして
みませんか。

西平井・鰭ケ崎地区 木地区

※数字は南流山駅からの
　所要時間（分）
　（乗り換え時間含まず）

※千葉県の宅地は、敷設していません。詳細は千葉県流山区画整理事務所にお問い合わせください。

流山市と千葉県の宅地分譲 ３つのメリット
建築条件なし 仲介手数料なし 上下水道・ガス敷設済※

お
問
い
合
わ
せ

（平日8時30分〜17時15分）
1002328 にしひれ

まちづくり推進課西
に し

平
ひ ら

井
い

・鰭
ひ れ

ケ
が

崎
さ き

区画整理室
☎7157－6100 ☎7138－6360（平日9時〜17時）

千葉県流山区画整理事務所 保留地販売担当
千葉県の宅地分譲

流山市と千葉県の宅地分譲 申 込受 付 中 ！駅徒歩圏、都心へ２０分 水と緑の美しい街

鰭ケ崎・思井地区

つくば
エクスプレス

大手町

流山
セントラルパーク

鰭ケ崎・
思井地区

東京

至 三郷

JR武蔵野線

東京メトロ千代田線

至 東京

北千住

秋葉原

至 つくば

2
4流山おおたかの森

木地区

（残り1区画）

1回目 10時～11時 30分

2回目 12時 30分～14時

3回目 15時～16時 30分

【開場時間】

※コミュニティプラザのみ4回目（17時30分～19時）を開場。ただし、ウォータービクス
講習会の開催日は講習の参加者のみ利用可能。

▷利用料金＝大人150円、子ども50円、高齢者･大人の障害のある方70
円、子どもの障害のある方20円

【注意事項】
・各回の利用人数は、男女各30人までです。上限を超えた場合は入場で
きません。
・入場時にチェックシートを提出いただきます。
・小学３年生以下のお子さんは保護者同伴（大人１人に対し子ども2人ま
で。保護者の方も水着着用）
・気温または水温により、プール開放を中止する場合がありますので、当
日の開放の有無は各プールに直接お問い合わせください。
問コミュニティプラザ☎7155－5701（プール受付☎7155－7011）
キッコーマン アリーナ☎7159－1212（流山市民プール☎7158－5276／
北部市民プール☎7155－3864／東部市民プール☎7143－5577）

1001660

ウォータービクス講習会（全4回）
　ウォータービクスは水の中で音楽に合わせて体を動かす有酸素運
動です。水の浮力と抵抗を利用するため膝や腰への負担が少なく、
泳げない方でも簡単に始められる運動効果が高いエクササイズで
す。期間中はいつからでも参加できます。
日第1期：7月27日㈫～30日㈮、第2期：8月3日㈫～6日㈮いずれも
18時～19時（17時30分から受け付け）
所コミュニティプラザ
対18歳以上（水中歩行が補助なしでできる方）
定各40人（先着順）
費無料（プール入場料は自己負担）
持水着、水泳帽子、マスク、タオルなど※眼鏡不可
申市役所スポーツ振興課に電話
問スポーツ振興課☎7157－2225

1001634

本物を間近で！

　東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の聖火
リレーのトーチを展示します。東京2020大会を身近に感じ
てみませんか。
日6月24日㈭9時30分～15時
所キッコーマン アリーナ
費無料　申不要
問スポーツ振興課☎7157－2225

聖火リレーのトーチ展示6/２４㈭
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　赤ちゃんに背景や小物をつけて撮影する、赤ちゃんと一緒に作
るアート写真です。
日 7月18日㈰9時～11時15分、13時～15時15分※45分ごとに
受け付け
所森の図書館
対 3カ月～2歳のお子さんとその保護者
定各1組（先着順）　費各1,000円
持カメラ（お持ちの方のみ）　申 6月22日10時から電話
問森の図書館☎7152－3200　 1031052

あかちゃんごろーんあーと撮影会
お子さんの写真を可

か わ い

愛いアートに

　ひとつの風船で、ウサギや剣などいろいろなものが作れます。夏休みの自
由研究として挑戦してみませんか。
日 ７月26日㈪10時～11時30分
所東深井福祉会館
対小学生のお子さんとその保護者
定 30人（先着順）
費無料
持マスク、飲み物
申 6月22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☎7155－3638FAX 7153－3437

1030667

親子でバルーンアート
風船でいろいろなものを作ってみませんか

　今回のテーマは、「ふわふわすずしい海
く ら げ

月ジャーニー」。自分だけ
のくらげを作って一緒に海の旅を楽しみませんか。
日 7月24日㈯①10時～11時30分②13時～14時30分
所おおたかの森センター
講絵本作家・小林由季さん
対①4～6歳のお子さんとその保護者②小学生とその保護者
定各16組（先着順）
費各1,500円　持汚れてもよい服装　申電話
問おおたかの森センター☎7159－7031

おおたかの森そうぞうL
ラ ボ

AB アート編
いろんな世界をアートで旅する

「アートジャーニー」

日 7月7日・14日・28日の水曜16時45分～17時45分
所おおたかの森センター
講インストラクター・萩村富美子さん
対小学生　定 20人（先着順）
費 2,400円　持動きやすい服装、上履き、飲み物、タオル、雑巾
申電話
問おおたかの森センター☎7159－7031

みんなでレッツ★チアダンス（全3回）
大人気のチアダンスに挑戦しよう

　聞こえにくいと感じているお子さんが、よりよい生活を送れるよ
うに支援するため、生涯学習センター（流山エルズ）内の教育研究企
画室で「流山市きこえの相談会」を開催します。市内在住の教育･保
育施設などに通っている中学生以下のお子さんを対象に、県立野田
特別支援学校の先生がお悩みにお答えします。詳しくは、市ホーム
ページをご覧ください。
日 7月8日㈭9時～12時、11月2日㈫9時～14時※1組40分程度
費無料　申電話
問教育研究企画室☎7150－8388　 1031265

「流山市きこえの相談会」を開催
よりよい生活を送れるように

　親子で遊びながら裸
は だ し

足で運動します。
日 7月7日・14日・28日の水曜15時30分～16時30分
所おおたかの森センター
講フィットネスインストラクター・澤頭智美さん
対 3歳～就学前児のお子さんとその保護者
定 20組（先着順）
費 2400円（お子さん1人追加につき1回200円）
持動きやすい服装、着替え、飲み物、タオル
申電話
問おおたかの森センター☎7159－7031

わくわく親子体操（全3回）
親子で楽しくスキンシップ

　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、夏の星空を観望
する予定です。また、最終回には、夏休み特別ワークショップとして「星の手帖社
製15倍望遠鏡」を手作りし、それを使って夏の星を見ます。
日 ①7月23日㈷、9月10日㈮19時20分～20時40分②8月20日㈮18時～20時
40分
所おおたかの森センター
対小学生以上※小学生は保護者同伴。未成年は要送迎
定 15組（先着順）
費①各1,500円②3,000円（いずれも1人追加につき750円。②は望遠鏡1台追
加につき1,500円）
申電話
問おおたかの森センター☎7159－7031

本気星空クラブ
夏の星座

　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。現在、お子さんのお預かり
は中止しています。
日 7月9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・安立摩記さん
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

ママのためのリフレッシュサロン 
快適スッキリ子育てライフ

　ペットボトルの空気砲をつくって、ピン
ポン玉を飛ばします。出来上がったら、み
んなでミニゲームを行います。
日 7月28日㈬10時～11時30分、13時～
14時30分
所東部公民館
対小学生程度※保護者同伴であれば5歳
から可
定各20人（先着順）
費各500円（材料代）
持マスク
申 6月22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

1030714

子ども科学創作教室
空気の力で飛ばそう!
ペットボトル空気砲
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　今の気持ちを話してみませんか。聴
き

くだけの参加も
できます。
日7月2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6月22日から電話
問野々下福祉会館☎7145－9500

1030706

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

介護支援サポーター活動でいきいき元気‼
介護支援サポーター

養成講座の受講生を募集
　市では、市内の介護保険施設などで、見守り・話し相手・配膳・レクリエーション
の補助などをしていただく「介護支援サポーター」を募集しています。同サポー
ターとして活動するためには養成講座を受講の上、登録が必要です。
　なお、現在、新型コロナウイルス感染症の影響により施設での活動は中止し、絵
手紙を作成するなどの活動をしています。
日 7月27日㈫9時45分～14時25分　所初石公民館
対市内在住で要介護･要支援を受けていない65歳以上の方　費無料
申市ボランティアセンターへ電話
問市ボランティアセンター☎7159－4939　 1000824

成年後見制度の講演会・
無料相談会を開催
お気軽にご参加ください

　「流山市成年後見推進センター」は、成年後見制度
に関する相談支援やネットワーク構築に関する業務を
行う中核機関としてケアセンター内に設置されまし
た。成年後見制度の利用を促進することで、地域全
体で認知症や知的障害、精神障害のある方を支え、共
に生きる社会の実現を目指します。相談内容の秘密
は守られますので、お困りのことがありましたら、お気
軽にご相談ください。
成年後見制度の無料相談会

　成年後見制度は、認知症の方や知的障害、精神障
害がある方の権利や財産を守るために、家庭裁判所
が選任した成年後見人などが、法律的に支援する制
度です。認定NPO法人東葛市民後見人の会の方が
成年後見制度に関するお悩みにお答えします。
日 7月9日㈮13時～15時20分※1組40分以内
所ケアセンター
定 3組（先着順）

成年後見制度講演会
　なんとなく難しく感じてしまう成年後見制度につい
て、千葉県弁護士会の弁護士・長浜有平さんを講師に
迎え、「知って安心！ 成年後見制度」をテーマに事例を
交えた講演会を開催します。わかりやすい講演会で
すので、ぜひご参加ください。なお、会場には手話通
訳・要約筆記があります。
日 7月15日㈭13時30分～14時45分
所文化会館
対市内在住の方
定 400人（先着順）　持マスク

【共通事項】
費無料
申成年後見推進センターに電話、ファクスまたはメール
問成年後見推進センター☎7157－1275
FAX 7159－4736

koukensuishin@nagareyamashakyo.com

蚊の発生予防に
ご協力を

感染症を防ぐために
　蚊の発生は、幼虫（ボウフラ）が繁殖する水たまりを作らないことや雑草を刈り取る
ことで予防できます。
　感染症の媒介となる蚊などの発生を予防するために土地の適正な管理をお願いし
ます。
問環境政策課☎7150－6083

7月はイタリアン
障害者のための

料理講座
　7月は本格的ミートソース、イタリア風かきたま汁、グリーンサラダを作ります。
日 7月16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10人（先着順）
費 500円程度（材料代）
持三角巾、エプロン、マスク着用
申障害者福祉センターに電話またはファクス※送迎あり（7月9日までに要申し込
み。バス停要相談）
問障害者福祉センター☎7155－3638FAX 7153－3437

さわやかクラブ流山作品展を開催
（流山市老人クラブ連合会主催）

　流山市老人クラブ連合会
（通称：さわやかクラブ流山）
の会員による作品展を開催
します。絵画、書、手芸品な
ど会員の方々の趣味を生か
した個性豊かで、すてきな作
品を多数展示します。
日 7月1日㈭13時～16時、
2日㈮10時～15時
所生涯学習センター（流山エルズ）　費無料　申不要
老人クラブの会員を募集

　同連合会では、随時老人クラブの会員を募集しています。老人クラブでは、主にグラ
ウンドゴルフ、囲碁・将棋、体操などの健康づくり活動や公園・神社の清掃、防犯活動、登
下校の見守りなどの社会奉仕活動を行っています。おおむね６０歳以上の市民の方な
らどなたでも地域の老人クラブに入会できます。一緒に心豊かなシニアライフを送り
ませんか。
問同連合会事務局☎７１５８－８１８１
高齢者支援課☎7150－6080

バリアフリー演劇鑑賞会
みんなで高校演劇を楽しもう

　障害のある方も、若い人も
高齢の人も楽しめる演劇鑑
賞会です。今回は、県立東葛
飾高等学校演劇部によるドタ
バタコメディー「まさに真理は
自ずと勝利する」です。
　この機会に思い切り笑って、
高校演劇をお楽しみください。
日 7月18日 ㈰13時30分 ～
14時30分（13時開場）
所文化会館　定 300人（先着順）　費無料　持マスク
鑑賞サポート

・台本情報をもとにした字幕表示
・音声ガイド
・補助犬同伴の方にはゆったりとしたスペース
・車いすの方には同伴者と一緒のスペース
・聞こえをサポートするヒアリングループ席
申電話、ファクスまたはメール（サポート希望の方は7月11日までに要申し込み）
問文化会館☎7158－3462FAX 7158－3442

kouminkan@city.nagareyama.chiba.jp
1015975

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
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 七夕まつり
　一茶双樹記念館の枯山水庭園内に用意した竹

たけ
笹
ざさ

飾りに、願い事を書いた短冊を飾
りませんか。江戸風鈴の涼しげな音色を聞きながら、一茶双樹記念館の夏の風情を
お楽しみください。
日 6月25日㈮～7月7日㈬9時～17時　費無料

 七夕邦楽コンサート
　夏の夕べ、緑深い庭園を背景に、流山市邦楽三曲会の皆さんによる演奏を行います。
日 7月3日㈯16時～17時　▷出演＝流山市邦楽三曲会　定20人（先着順）　費500円
申6月22日から電話、ファクスまたはメール

 お抹茶を楽しむ会
　流山市茶道親和会のご協力により、月に１度開催してい
ます。枯山水の庭を眺め、香り高いお抹茶を味わい、ゆった
りとしたひとときをお過ごしください。どなたでも、普段
着のままお気軽に参加できます。時間を区切って人数調整
しますので、申し込み時に参加希望の時間をお申し出くだ
さい。
日 7月11日㈰10時～15時　定20人（先着順）　費510円（お茶とお菓子付き）
申6月22日から電話、ファクスまたはメール

【共通事項】
所一茶双樹記念館
問一茶双樹記念館☎・FAX7150－5750（月曜休館）

issasouju-memorial@nagareyama-td.com

一茶双樹記念館のイベント

うんがいい!
七夕かざり＠運河駅ギャラリー
運河駅ギャラリーで星に願いを!

短冊をかざろう!

▶日時＝６月２５日㈮12時15分～12時45分
▶場所＝生涯学習センター（流山エルズ） 
※いつもと場所が異なります。

▶テーマ＝「オーディション合格者による
演奏会」～ようこそ サロンコンサート
の舞台へ～

▶曲目＝カルメン幻想曲／F.ボルヌ、
夢／C.ドビュッシー、バイオリンソナ
タ第５番ヘ長調 作品２４ 第１楽章／
L.V.ベートーベン、幻想小曲集 作品
７３／R.シューマン

▶出演＝渡邉茜（フルート）、大熊啓悟（バ
イオリン）、眞塩由希子（クラリネット）

▶費用＝無料
 問流山市音楽家協会・橘☎7158−4543

1001708

第391回サロンコンサート

定 15組（先着順）　費1,000円（材料代）
申7月1日9時から電話
問同自然の家☎7191－1923

ふるさと納税へ寄せられた善意

　令和2年度にふるさと納税いただいた
金額の合計額は、4,323万8,672円で
す。皆様のたくさんの善意ありがとう
ございました。
問財政調整課☎7150－6071

善　   意（敬称略）
●教育、文化及びスポーツ振興基金
▷南流山少年サッカークラブ　5万円
▷江戸川台フットボールクラブ　5万円
▷流山東部フットボールクラブ　5万円
▷流山翼少年サッカークラブ　5万円
▷ペガサスジュニアFC　5万円
▷初石少年サッカークラブ　5万円
▷流山隼少年サッカークラブ　5万円
●廃棄物処理施設整備等基金
▷JVリ・パレット　2万72円
●公共施設へ
▷あいおいニッセイ同和損害保険株式会
社MS&ADゆにぞんスマイルクラブ
非接触型体温計2台
●流山市役所へ
▷あいおいニッセイ同和損害保険株式会
社千葉北支店　非接触型体温計2台
▷株式会社東洋ハウジング
電柱用地1.96㎡
▷広島建設株式会社　電柱用地0.49㎡
●市内（公立）小･中学校へ
▷公益財団法人上原教育財団
アルコールスプレー52ケース、
ポリエチレン手袋390箱

　刺
し

繍
しゅう

枠に取り付けたレース生地に、造花、ドライフラワーや貝殻などを貼り付けて、夏
をイメージした壁掛けを作ります。貼り付けたい小物がある方はお持ちください。
日7月3日㈯13時～15時
所向小金福祉会館
講エムポワール主宰・藤本ますみさん
対市内在住・在勤・在学の方
定5人（先着順）
費3,000円（材料代含む）
持グルーガン（お持ちの方のみ）、作品を持ち帰る袋、マスク
申6月21日9時から電話
問向小金福祉会館☎7173－9320

1030663

ハンドメイド教室
話題のカレイドフレーム

　例年、公募により選ばれた市内の小学5・6年生が広島で平和の尊さを体験学習す
る「平和大使広島派遣事業」については、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
今年度は広島への派遣を中止します。併せて、平和大使が広島に献納していた千羽
鶴の募集についても今年度は実施しません。
問企画政策課☎7150－6064　 1007107

平和大使の広島派遣を中止

　新型コロナウイルス感染症の影響により、9月に開催を予定していた流山市民芸
術劇場の公演は中止します。 
問生涯学習課☎7150－6106

1001711

流山市民芸術劇場の公演を中止 　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

イベント参加の際は事前に確認を

　徳岡慶也と三浦拓也による2人組のギ
ターインストゥルメンタル・ユニット。2本の
アコースティックギターが織りなすさわや
かなメロディー、やわらかな音色が最大の
魅力です。
日８月２１日㈯１６時から（１５時１５分開場）
所スターツおおたかの森ホール
▷チケット代＝5,800円（全席指定）※別
途、各種手数料（発券手数料など）がかか
ります。未就学児の入場はできません。

【チケットの購入方法】 
※1人4枚まで。座席指定不可。チケット完売の場合、当日券販売はありま
せん。車いす席をご希望の方は、お問合せください。
①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
②電話：カンフェティ 0120－240－540（平日10時～18時）

問スターツおおたかの森ホール☎7186－7638

DEPAPEPE
アコースティック・ライブ

6月25日㈮10時から
チケット販売開始

　運河駅ギャラリーで「うんがいい！サ
サ」に願いを書いた短冊を飾りませんか。
オランダ国旗の赤・白・青のかざぐるまや
吹き流しなども展示しています。
日6月23日㈬～7月7日㈬
所運河駅ギャラリー（運河駅自由通路内）
問利根運河交流館☎7153－8555（月・火
曜休館）

toneunga@bz03.plala.or.jp
昨年の七夕かざり



7 第1609号  令和3年6月21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

申 問 生涯学習センター（流山エルズ）☎7150－7474

講座名 期　日 時　間 費　用

中高年からはじめる 
らくらくピアノ入門

7月 14日･28日、8月 25日、
9月 8日･22日の水曜

10時～
11時 30分

各 1,550円 
（教材費別途） 

※要申し込み

就職･再就職のための
パソコン講座

①パソコン入門（基本操作）:7月 5日㈪ 
②ワード入門（文章作成）:7月 6日㈫ 
③エクセル入門（表作成）:7月 7日㈬ 

④ワード基礎
（画像･図形･表）:7月 12日㈪･13日㈫ 

⑤エクセル基礎
（数式･関数･グラフ）: 7月 19日㈪･20日㈫

10時～
12時

①②③ 1,100円 
④⑤ 2,200円

（教材代別途） 
※要申し込み

生涯学習センター（流山エルズ）の講座

環
境
測
定
結
果

項目 若葉台 西初石 東初石 青田

①騒音 時間 1010 5151 1212 2727

②NO2 日 00 00 00 00

③SPM 有・無 無無 無無 無無 無無

④日平均
　交通量

上り 下り 合計

43,71543,715 44,71944,719 88,43488,434

項目 法・条例に
よる規制値

保証
数値

測定
数値

大
気
質
・
排
出
ガ
ス

硫黄酸化物
（ppm） — 10以下 1未満1未満

窒素酸化物
（ppm） 250以下 30以下 1010

塩化水素
（ppm） 430以下 10以下 2未満2未満

ばいじん
（㎎ /㎥N） 80以下 5以下 1未満1未満

水銀
（㎎ /㎥N） 0.05以下 0.03

以下 0.003未満0.003未満

ダイオキシン類
（ng−TEQ/㎥N） 1以下 0.01

以下 00

問クリーンセンター☎7157－7411
1031310

クリーンセンター大気質 常磐自動車道（令和3年4月） （令和3年4月）

①昼60デシベル・朝夕55デシベル・夜50デシ
ベルの協定値を超えた時間
②連続した3カ月間に1時間値の日平均値が
0.04ppmを超えた日数（0.06ppmを超えた
日数）
③1時間値の日平均値が0.10㎎／㎥を超えた
日が2日以上連続したことの有無

問環境政策課☎7150−6083

講座
★南流山センターのイベント

①みんなで一緒にスマイルヨガ　イス
に座って簡単にできるヨガと笑いを組
み合わせた健康法
日 7月7日㈬13時～14時
講美ヨガインストラクター・出口真由子
さん
定30人（先着順）
費500円
持タオル、飲み物、動きやすい服装、マスク
②今、はやりのポールウォーキング
ポールを使って正しい歩行とストレッチ
　ポールを使って正しい姿勢を身につ
け、動きやすい体づくりをしてみません
か。体力に自信がない方や足腰が心配
な方も安心してご参加いただけます。
日 7月12日㈪15時～16時30分、19日㈪
10時～11時30分
講（一社）ポールウォーキング協会ベー
シックコーチ・小林幹夫さん
定各15人（先着順）
費各500円（別途ポール貸出代1回100円）
持タオル、飲み物、動きやすい服装、運動
靴、マスク

【共通事項】
所南流山センター
申電話または直接窓口へ
問南流山センター☎7159－4511

★かんたんハンドメイド
ビーズでネックレス

　簡単でおしゃれなビーズのネックレ
スを作ります。
日 7月7日㈬13時～15時
所北部公民館
定 10人（先着順）

★は市または指
定管理者などの
主催のもの

費 800円（材料代）
持糸切りばさみ、マスク
申電話または直接窓口へ
問北部公民館☎7153－0567

★折り紙教室

　夏にふさわしい出目金と海亀を折っ
てみませんか。
日 7月9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 200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　

1030122

★コミュニティプラザの講座

①パソコン教室（全2回）
日 7月13日 ㈫・14日 ㈬9時30分 ～12時
30分
内 ❶入門❷ワード❸エクセル❹写真❺
メール･インターネット❻その他よろず受
け付け※❶～❻のうち1項目選択。個人
指導
②英会話教室
日毎月第1･3木曜10時～11時30分
内外国人講師による日常英会話

【共通事項】
所コミュニティプラザ
定 5人（先着順）
費 2,500円
申電話
問コミュニティプラザ☎7155－5701

★巡りヨガ

日 7月17日㈯10時～11時30分
所東深井福祉会館

講 r
ラ ポ ル ム

apolm yoga インストラクター・
nanaさん
対市内在住・在勤・在学の方
定 15人（先着順）
費無料
持動きやすい服装、ヨガマット、タオル、
飲み物、マスク
申 6月21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

1030665

就職に向けたスキルアップにハロー
トレーニング

　ハロートレーニングは、希望する仕事
に就くために必要なスキルや知識を習
得することができる公的職業訓練制度
です。さまざまな分野の訓練コースが
用意されています。各訓練コースの詳
細については、千葉労働局ホームページ
をご覧ください。
問 ハローワーク松戸☎047－367－
8609

展示
★教科書展示会

日6月30日㈬～7月13日㈫9時～16時
30分
所生涯学習センター(流山エルズ)
費無料
問指導課☎7150－6105

会議
★福祉施策審議会

日 6月30日㈬10時から
所ケアセンター
内 第4期流山市地域福祉計画の策定に
ついて
問社会福祉課☎7150－6079

1030599

★行財政改革審議会 

　第2回行財政改革審議会を開催しま
す。
日 7月2日㈮14時～15時30分
所市役所
内まちづくり報告書に関する審議
問情報政策・改革改善課☎7150－6078

1009421

その他
★成人式の期日が決定

　令和4年の成人式は、来年1月9日㈰
にキッコーマン アリーナで開催しま
す。平成13年4月２日から平成14年4
月1日までに生まれた方で、市内在住の
方や以前流山市に住んでいた方が出席
できます。
　詳細は、市ホームページなどで適宜お
知らせします。
問生涯学習課☎7150－6106

1029476

男女共同参画週間　「女だから、男だか
ら、ではなく、私だから、の時代へ。」

　6月23日～29日は男女共同参画週間
です。
　男性と女性が、職場で、学校で、地域
で、家庭で、それぞれの個性と能力を発
揮するためには、皆さん一人ひとりの取
り組みが必要です。
　この機会に、家庭や地域、社会での男
女共同参画について考えてみませんか。
問企画政策課☎7150－6064

1003423

ドキドキ染め物体験
（県立手賀の丘青少年自然の家主催）

　玉ねぎの皮を使いバンダナを染めます。
日 8月1日㈰13時～16時
所県立手賀の丘青少年自然の家（柏市）
対親子

過去の火災を教訓に
「恐怖 火事の写真集」を開催

　流山市防火安全協会と共催で、「恐怖 火事の写真集」を開催し
ます。市内で発生した火災を教訓にすることで、類似火災を防ぎ
ましょう。
日①6月25日㈮まで②6月26日㈯～7月9日㈮
所①森の図書館②イトーヨーカドー流山店（流山9）
問消防本部予防課☎7158－0270

1030718

　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

■流山市書人協会展（市教委後援）=6月24
日㈭～27日㈰9時～17時(27日は16時ま
で)、生涯学習センター(流山エルズ)。無料
問近藤☎7159－1745
■第6回まちづくり勉強会「特色ある学校 
づくり」(流山市まちづくり勉強会主催)=7月

2日㈮18時～19時、オンライン会議アプリ
「Zoom」で開催。無料※要申し込み問事務
局 nagareyamachizukuri@gmail.com
■利根運河の植物で古代布を織るプレゼン
ツ 織りなす音楽会（CanalArts 運河文化
構想主催）=7月3日㈯10時～19時、ギャラ
リー平左衛門(東深井)。500円問小名木

canalartscouncil@gmail.com
■人形劇団むすび座による大型人形劇「チト
～みどりのゆびをもつ少年」（NPO法人流山
おやこ劇場・人形劇団むすび座主催、市・市教
委後援）=7月10日㈯14時～15時50分、文
化会館。 前売大人3,000円、前売子ども
2,000円、当日大人3,500円、当日子ども
2,500円※S席各1,000円増し※要申し込み
問事務局 noyako085@gmail.com

しみんの伝言板

イベント



流山市安心メール
※通信費利用者負担

　こんにちは! 流山本町･利根運河ツーリズム推進課のマー
ティンです。今回は、流山本町の切り絵行

あん
灯
どん

を紹介します!
　夜に流山本町を歩くと、独特な雰囲気を感じます。 昔
の建物が残っていて、住宅、神社、お寺、学校や店舗の入
り口に立つ「切り絵行灯」と
呼ばれる照明の優しい灯り
で町並みが照らされていま
す。その切り絵行灯とは？
　切り絵は刃物で紙を切り
抜いて、台紙に貼って作った
絵で、行灯は江戸時代に普
及していた照明器具。文字
通り、切り絵行灯は切り絵と
行灯の組み合わせです。
　切り絵行灯を作製している
のは、流山で生まれ育ち、独学で切り絵を学んだ切り絵作家
の飯田信義さんと、幼なじみの長谷部年春さんです。飯田さ
んが切り絵を担当して、長谷部さんが行灯を作り、ふたりは
地元を盛り上げ、より多くの人に本町に来てもらいたいと思
い、2012年から切り絵行灯を作り始めました。その功績が
たたえられ、2019年にまちづくり功労者国土交通大臣表彰
や流山市表彰を受賞しました。
　今では流山本町内に100基を超える切り絵行灯が設置
されています。一つひとつ
の行灯に描かれている切り
絵のデザインは、依頼者が
希望したもので、世界に一
つしかありません。国登録
有形文化財の古い建物はそ
の建物の切り絵だったり、お
店の切り絵はそのお店の歴
史を表したり。

　本町の切り絵行灯はどれも素敵だと思いますが、私の
お気に入りは、私の職場である流山市役所の切り絵行
灯。 観光振興のために流山市観光協会から市に寄贈さ
れたもので、大きさは普通の切り絵行灯の1.5倍、唯一の
ビッグサイズ行灯です。市役所の切り絵、細かくてすごい
ですね!
　流山本町観光サイト･アプリ「ココシル流山本町江戸回
廊」に、切り絵行灯の一覧や、一つひ
とつの切り絵の詳しい説明がありま
す。二次元コードより日本語と英語、
それぞれのページをご覧いただけま
す! ぜひ流山本町で、自分のお気に
入りの切り絵行灯を探してみてくだ
さい !

　Hey everyone, it’s Martin from Nagareyama City’s 
Tourism Promotion Section! In today’s edition, I’ll be 
telling you all about the Nagareyama Honcho area’s 
kirie-andon lanterns.
　When I walk around Nagareyama Honcho at night, 
I feel a unique atmosphere in the streets. Buildings 
that were built over a hundred years ago still stand 
today, and I can see a soft glow coming from 
lanterns that are known to the locals as ‘kirie-
andon,’ which stand at the entrances of residences, 
shrines, temples, schools, and stores. So, what are 
these kirie-andon lanterns?
　Kirie are artworks created using a traditional 
Japanese paper-cutting technique. The artist uses 
blades to make cuts in a sheet of paper, which is 
then attached to a sheet of backing paper, to create  
an artistic image. Andon are oriental lanterns that 
were commonly used between the 17th and 19th 
centuries. As the name suggests, kirie-andon lanterns 
are a combination of the two.
　The creators of the kirie-andon lanterns are Mr. 
Nobuyoshi Iida, a self-taught kirie artist who was 
born and raised in Nagareyama, and his childhood 

friend Mr. Toshiharu Hasebe. Wanting to liven up the 
streets of their hometown and attract more visitors, 
the two of them began making the lanterns in 2012, 
with Mr. Iida providing the kirie artwork and Mr. 
Hasebe building the andon lanterns. Their work 
received much praise, and in 2019, they received the 
Community Development Service Award from the 
Ministry of Land, Infrastructure and Transport, as 
well as a public award from the city.
　Today, there are over 100 lanterns, and each of 
them has a kirie artwork that is made according to 
request and therefore unique. Some artworks may 
depict the buildings they stand in front of, as many 
of the Nagareyama Honcho area’s buildings are 
national cultural assets that have been there since 
the Edo Period. Others, standing in front of stores, 
offer a glimpse into the stores’ history.
　I think every kirie-andon lantern in the Nagareyama 
Honcho area is absolutely wonderful, but my 
personal favorite is the one at the entrance of 
Nagareyama City Hall, my workplace. It was donated 
to the city by the Nagareyama City Tourism 
Association to promote tourism in the local area, 
and at 1.5 times the size of a regular lantern, it is 
the only large-size kirie-andon lantern in existence. 
Just look at the minute details that Mr. Iida cut 
painstakingly into the paper!
　If you want to know more about kirie-andon 
lanterns, Kokosil, the official Nagareyama Honcho 
sightseeing website/app, has a kirie-andon lantern 
guide with a detailed explanation of the origin of 
each lantern’s kirie artwork. This 
is available in both Japanese and 
English, so scan the QR code to 
check it out! And don’t forget to 
pay a visit to the Nagareyama 
Honcho area and find your 
favourite kirie-andon lantern!

切り絵行灯一覧（日本語）

Kirie-andon lantern 
guide (English)

Martin's Nagareyama World
マーティンの流山世界#3

◆ 　 ◆ 　 ◆ 　 ◆ 　 ◆ 　 ◆

◆ 　 ◆ 　 ◆ 　 ◆ 　 ◆ 　 ◆

　専門の資格を持つ消費生活相談員が最近の詐欺や悪質商法
の手口・対処法などをお伝えする出前講座を行っています。被害
に遭わないために、皆さんで学んでみませんか。
▷講座時間＝1時間程度　内インターネット通販の落とし穴、
SNS・オンラインゲームのトラブル、最近の悪質商法とその対策、
無料点検商法・訪問販売について　など
対市内の自治会、老人クラブ、PTA、小・中学校、高校、大学、専門
学校など
費無料
申電話または市役所コミュニティ課で配布の申込書（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、市役所コ
ミュニティ課へファクスまたは持参
問コミュニティ課☎7150－6076
FAX 7159－0954　 1001939

ワクチン接種予約を
代行しますよ

ワクチンに余りが出たので
ご協力ください

優先接種のご案内です

予約は
お済みですか？

自宅まで
ワクチン接種の
説明に行きます

新型コロナウイルス
ワクチン接種の予約詐欺が急増!!
　新型コロナウイルスに関連した詐欺が急増し、
ワクチン接種に便乗したものも多数発生していま
す。新型コロナウイルスワクチン接種は無料であ
り、市から「ワクチン接種に必要です」などと言っ
て、個人情報や金融機関の情報を聞くことは絶対

にありません。新型コロナウイルスに関する正し
い情報は、市ホームページや広報ながれやまなど、
市が発信している情報をご確認ください。
問消費生活センター☎7158－0999

詐欺や悪質商法への
対処法を学んでみませんか

出前講座のご利用を

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

●編集／秘書広報課 

市の人口と予算
（　）内は前月比／前年同月比【人口・世帯】

【予算】

合計
男
女
世帯

一 般 会 計
特別・企業会計

＝
＝
＝
＝

＝
＝
389億3,562万6千円
352億5,136万8千円

（＋
（＋
（＋
（＋

／＋
／＋
／＋
／＋

158,329
78,672
79,657
62,081

人
人
人
世帯

113
66
47
89

2,619
1,311
1,308
1,881

）
）
）
）
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