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1 No.16138

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にご協力ください。問秘書広報課☎︎7150－6063　 1024371

主な内容

市職員を募集……………………………………… 2面
特別支援学級・通級指導教室の説明会・見学会…… 3面
流山市青少年主張大会発表者を募集…………… 4面
子育て世帯生活支援特別給付金を支給………… 5面

パラリンピック
卓球オランダ代表選手が
事前キャンプ…………………… 6面

注意事項

ワクチン接種状況

※前回（7月15日）比。今号から集計方法を変更し、市外で接種を受けた方の人数なども接種数に含みます。

（7月26日現在）

対象者 1回目接種数／率 2回目接種数／率

医療従事者など 5，067人 4,573人（90.3％）
（＋15人／＋0.3ポイント※）

4,162人（82.1％）
（＋14人／＋0.2ポイント※）

65歳以上の方 46,689人 38,031人（81.5％）
（＋12,303人／＋26.4ポイント※）

28,565人（61.2％）
（＋16,668人／＋35.7ポイント※）

64歳以下の方 127,815人 6,759人（5.3％） 1,104人（0.9％）

個別接種など（累計） 67,400人
（＋33,292人※） 集団接種（累計） 15,794人

（＋3,571人※）

接種時のお願い

市の常設集団接種会場

◦待合スペースでの密を避け、熱中症を予防するために、接種会場に
は予約時間にお越しください。
◦接種券は切り貼りせずに、そのままお持ちください。
◦本人確認書類（健康保険証（注）、運転免許証など）や、お薬手帳（お
持ちの方のみ）をお持ちください。
注：接種後、体調不良となった場合などで医療機関を受診する際に使
用します。

◦予診票はあらかじめご記入ください。
◦16歳～64歳の方には、2回目の予診票と「新型コロナワクチン予防
接種についての説明書」（＝二次元コード）を郵送していません。２回
目の予診票は、１回目の接種の際に市内の接種会場でお渡しします（厚
生労働省のホームページからダウンロードも可）。２回目の予診票お
よび説明書の郵送をご希望の方は、保健センター（☎7154－0331）へ
ご連絡ください。

　8月2日から、64歳以下の方のワクチン接種の予約を順次開
始します。予約の際は、「接種券(クーポン券)」「複数の接種希望
日・会場(接種2回分)」を事前にご準備の上、市コールセンター
に電話またはインターネットで予約してください。
　なお、65歳以上の方と基礎疾患のある方の予約は引き続き受
け付けています。また、予約済みの方で早期の接種をご希望の
方は、予約の変更を市コールセンターにお問い合わせください。
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

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
8月

1日～7日 8日～15日 16日～23日 24日～31日

50歳～64歳の方

40歳～49歳の方

30歳～39歳の方

29歳以下の方

8月3日接種開始

8月6日接種開始

8月11日接種開始

8月17日接種開始

8月5日8時30分

8月10日8時30分

8月16日8時30分

※常設集団接種会場での接種は、1回目の接種を8月21日まで、2回目の接種を9月11日までの日程で予約を受け付けます。なお、9月12日以降の接種は、今後のワクチンの供
給状況によって順次予約受け付けを開始します。個別接種実施医療機関での接種は、9月末までの予約を受け付けます。

※8月24日から、常設の集団接種会場として開設する予定だった…
キッコーマン…アリーナ（サブアリーナ）は、接種に必要なワクチンが
確保できるまで開設を延期します。

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。

64歳以下の方の新型コロナワクチン
接種の予約を開始
50歳～64歳の方から順次受け付け

会場 住所 開設日 接種人数

東洋学園大学旧校舎
（3号館食堂） 鰭ケ崎1660

火～土曜日

400人／日

流山市上下水道局 おおたかの森西
1－19

各200人／日
千葉県生涯大学校

東葛飾学園
美原1－158－2

（北部公民館隣）

ファイザー社製の
新型コロナワクチン

の説明書

8月2日8時30分
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生け垣などの道路へのはみ出しは事故のもと

福祉の増進に皆さんのご意見を

教えて! あなたが感じる流山の魅力8月は道路ふれあい月間

福祉施策審議会委員を募集

あなたの好きな流山の景観募集中

　8月は、道路の安全利用を改めて認識することなどを目的とした「道路ふれあい
月間」です。道路は、常に皆さんが安全に通行できる状態にする必要があります。
　生け垣や樹木が道路上にはみ出していると道路が狭まり、思わぬ事故が発生する
原因になります。こうした事故は危険であることはもちろん、生け垣や樹木の所有
者が管理責任を問われる場合もあります。生け垣や樹木の枝が道路上にはみ出さ
ないように剪

せんてい

定や枝下ろしなどを行い、適正な管理をお願いします。
問道路管理課☎7150－6093

　福祉施策審議会は、福祉に関する主要な施策に関し、必要な調査や審議を行います。
　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います
ので、女性の積極的な応募をお待ちしています。
▷応募資格＝18歳以上の市内在住・在勤・在学の方で、他の審議会などの委員を3
つ以上委嘱されていない方…
▷募集人数＝7人
▷任期＝委嘱の日から2年（11月委嘱予定）
▷活動内容＝年に6回程度の会議（原則平日開催）
▷報酬＝日額7,200円（交通費含む）
▷応募方法＝任意様式に住所、氏名（ふりがな）、生年月日、年齢、性別、職業、経歴、電
話番号などを明記の上、「応募理由や福祉に関する意見」を800字以内にまとめたも
のを添えて、8月16日（必着）までに〠270－0192流山市役所社会福祉課へ郵送ま
たはメール
▷選考方法＝応募書類および小論文、面接による審査
▷選考結果＝応募者全員に通知※応募書類は返却しません。
問社会福祉課☎7150－6079
hokenfukushi@city.nagareyama.chiba.jp
1021936

　歴史的・文化的な建築物や街並みなど、市の魅力ある景観を伝えるため、「あなたの好
きな流山の景観」の写真を募集しています。応募いただいた写真は、良好な景観形成の
ための啓発活動に活用させていただきます。
申電子申請または市役所都市計画課で配布の応募用紙（市ホームページからダウン
ロードも可）に必要事項を明記の上、9月13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

1031511

　1カ月の医療費が一定額以上かかった
場合に給付される高額療養費の令和3年
8月からの自己負担限度額は、令和2年中
の所得に応じて決定します。
　表1・2の自己負担限度額を超えて支
払っている方には、郵送でお知らせします
ので申請してください。
　なお、自己負担限度額には、保険適用
外の診療や食事代などは含まれません。

　70歳未満の方や70歳以上で「限度額
適用認定証」の申請が必要な方（表2参
照）は「限度額適用認定証」の交付を受け
ることで、医療機関にかかる際、一つの医
療機関窓口での支払いを高額療養費の自
己負担限度額までとすることができます。
　70歳以上で「限度額適用認定証」の申
請が不要の方（表2参照）は、保険証の提
示により、窓口での支払いは限度額まで
となります。※外来でも使用できます。自
己負担限度額を超えた部分については、
「限度額適用認定証」がない場合でも、市
に高額療養費支給申請をすることによ
り、後日支給されます。

　非課税世帯の方は、「限度額適用認定
証」を兼ねた「限度額適用・標準負担額減
額認定証」の交付を受けることで、入院中
に負担する食事代が減額されます（負担

額は表3参照）。

▪国民健康保険加入者
　市役所保険年金課または各出張所で
申請してください（郵送も可）。すでに「限
度額適用認定証」または「限度額適用・標
準負担額減額認定証」の交付を受けてい
る方も保険証の更新に伴い、再度申請が
必要です（令和2年中の所得の申告がお
済みでない方や保険料に滞納がある方
は、認定ができない場合があります）。
　なお、表3中の「91日以上の入院」に該
当する方は、申請により、入院中の食事代
の負担額が減額されます。
▪後期高齢者医療制度加入者
　令和2年度に「限度額適用認定証」また
は「限度額適用・標準負担額減額認定証」
の交付を受けていて、今年度も該当する
方には、令和3年8月からの保険証に同封
して送付しますので、申請は不要です。
なお、令和3年度から「限度額適用・標準
負担額減額認定証」などの対象となる方
は、市役所保険年金課または各出張所で
申請してください（郵送も可）。また、区分Ⅱ
（注2）に該当している方のうち、過去12
カ月で91日以上の入院をしている方は、
申請により、入院中の食事代の負担額が
減額されます。
問保険年金課
国民健康保険について…
☎7150－6077
後期高齢者医療制度について…
☎7199－3306

各種認定の申請方法

限度額適用で窓口負担を少なく

入院時の食事代を軽減

令和3年度の高額療養費の
自己負担限度額

表1　70歳未満の方（1カ月）
　医療機関ごと（入院・外来別）の自己負担額が2万1,000円を超えた場合は合算できます。

区分
※いずれも基礎控除後の
所得。非課税世帯を除く

3回目まで 4回目以降（注1）

ア 901万円超 25万2,600円※医療費が84万2,000円を超えた場合は、その
超えた分の1％を加算 14万100円

イ 600万円超
901万円以下

16万7,400円※医療費が55万8,000円を超えた場合は、その
超えた分の1%を加算 9万3,000円

ウ 210万円超
600万円以下

8万100円※医療費が26万7,000円を超えた場合は、その超
えた分の1%を加算 4万4,400円

エ 210万円以下 5万7,600円
オ 住民税非課税世帯 3万5,400円 2万4,600円

表2　70歳以上の方および後期高齢者医療制度加入者（1カ月）
自己負
担割合 区分 外来の限度額

（個人ごと）
外来＋入院限度額
(世帯ごと)

認定証の
申請

3割
（国保・

後期）
現役並み

所得者

住民税課税所得
690万円以上

（現役並みⅢ）

25万2,600円
※医療費が84万2,000円を超えた場合は、その超え
た分の1%を加算。4回目以降14万100円（注1）

不要

住民税課税所得
380万円以上

（現役並みⅡ）

16万7,400円
※医療費が55万8,000円を超えた場合は、その超え
た分の1%を加算。4回目以降9万3,000円（注1） 必要住民税課税所得

145万円以上
（現役並みⅠ）

8万100円
※医療費が26万7,000円を超えた場合は、その超え
た分の1%を加算。4回目以降4万4,400円（注1）

1割（後
期）･2割

（国保）

一般 1万8,000円
（年間上限14万4,000円）

5万7,600円
※4回目以降4万4,400円

（注1）
不要

区分Ⅱ（注2） 8,000円 2万4,600円 必要区分Ⅰ（注3） 1万5,000円

国保・後期高齢者医療制度加入者の方へ

高額療養費と入院時食事代の減額

高額療養費の自己負担限度額

注1：過去12カ月間に、一つの世帯で限度額を超えた支給が4回以上あり4回目以降に該当する場合
注2：非課税世帯で区分Ⅰ以外の方
注3：非課税世帯でその世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる世帯。年金所得は
控除額を80万円として計算。給与所得は給与所得金額から給与所得控除に加え、10万円を控除

対象 90日までの入院 91日以上の入院
非課税世帯または70歳以上で区分Ⅱ（注2）の方 1食 210円 1食 160円

70歳以上で区分Ⅰ（注3）の方 1食 100円 1食 100円

非課税世帯の方の入院時食事療養費

※住民税課税所得は、総所得金額等から各種所得控除（扶養控除、社会保険料控除、医療費控除など）を
差し引いて算出したものです。
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ID

募集職種 募集人数 主な受験資格

一般行政
初級

計3人
程度

昭和57年4月2日以降に生まれた方で、身体障害者手帳、
療育手帳（またはその判定書）、精神障害者保健福祉手帳
のいずれかの交付を受けている方または交付の予定があ
る方のうち、一般行政上級の受験資格を満たしていない方
で、高等学校を卒業または令和4年3月31日までに卒業見
込みの方（市が同等の資格があると認める方を含む）

一般行政
上級

昭和57年4月2日以降に生まれた方で、身体障害者手帳、
療育手帳（またはその判定書）、精神障害者保健福祉手帳
のいずれかの交付を受けている方または交付の予定があ
る方のうち、大学(短期大学を除く)を卒業または令和4年3
月31日までに卒業見込みの方（市が同等の資格があると認
める方を含む）

市
職
員
を
募
集

障
害
の
あ
る
方
が
対
象

表3　1食当たりの入院中の食事代（通常1食460円）
　過去12カ月で、非課税世帯（オ）または70歳以上で区分Ⅱの「限度額適用・標準負担額減
額認定証」をお持ちの期間において、91日以上入院している方は、「長期入院該当」の「限
度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることで申請月の翌月分から入院時食事
療養費が160円になります。
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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

RE:START　あなたらしくキャリアデザイン

お子さんの就学を希望する方へ

流山市民まつりの開催を中止

再就職応援セミナー（全3回）

特別支援学級･通級指導教室の
説明会･見学会

　国の手当の「特別児童扶養手当」「特別障害者手当」「障害児福祉手当」「経過的福祉
手当」を受給している方の所得状況届（現況届）の提出を、9月13日まで受け付けます。
　対象の方には関係書類を送付します。提出がない場合、今年8月分から来年7月分
までの手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
▷提出期間＝8月12日～9月13日（必着）
▷提出方法＝①所得状況届（現況届）②特別児童扶養手当証書または亡失届（受給者の
み）③年金支払通知書（該当者のみ）④令和3年度の課税証明書（該当者のみ）⑤別居監
護申立書（該当者のみ）⑥受給者、配偶者、対象児童、扶養義務者のマイナンバーが分か
る書類を〠270－0192流山市役所障害者支援課へ郵送※出張所での提出は不可

　次の要件に該当する方は、国の手当を受給できる可能性があります。支給制限など
詳細は、お問い合わせください。
特別障害者手当 :20歳以上で最重度の障害が重複している在宅の方
障害児福祉手当 :20歳未満で最重度の障害がある方
特別児童扶養手当 :中程度以上の障害や疾患のある児童（20歳未満）を監護している方
問障害者支援課☎7150－6081FAX 7158－2727

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、例年秋に開催している流山市民まつ
りの開催を中止します。来年以降の流山市民まつりに引き続きご支援・ご協力をお
願いします。
問流山市民まつり実行委員会事務局(コミュニティ課内)☎7150－6076

1014056

　子育てと仕事の両立は難しいと感じ、再び働きたいという思いはあってもなかな
か一歩を踏み出せないと悩んでいませんか。まずは、自分の強みを知り、自分らしい
働き方を一緒に考えましょう。

所生涯学習センター（流山エルズ）　対就職を希望する女性
定20人（先着順）　費無料
申市ホームページから電子申請または講座申込専用電話（☎080－5494－2323）
へ※1歳～就学前児の一時保育あり（先着10人、8月19日までに要申し込み。保育
カード送付のためPCメールアドレスまたは住所が必要。乳幼児の同席は不可）
問企画政策課☎7150－6064　 1003422

　特別支援学級と通級指導教室へお子さんの就学を希望する保護者の方を対象に、
説明会および見学会を行います。お子さんに適した就学の参考にしてください。希
望者は、実施日（別表参照）の14日前までに、生涯学習センター（流山エルズ）内の教
育研究企画室へ電話でお申し込みください。
　なお、説明会および見学会への参加は、お住まいの地区の学区内の学校に限らせて
いただきます（通級指導教室を除く）。

問教育研究企画室☎7150－8388

学校名 実施日 時間※2時間程度 特別支援学級の内容 通級指導教室の内容
流山小 9月13日㈪ 13時30分～ 知的･情緒 言語

八木南小 10月6日㈬

9時30分～

－八木北小 10月8日㈮ 知的･情緒･言語
新川小 10月19日㈫

知的･情緒

東小 10月26日㈫
江戸川台小 10月20日㈬ 言語東深井小 10月1日㈮

鰭ケ崎小 9月15日㈬
－向小金小 10月20日㈬

西初石小 9月29日㈬
小山小 10月7日㈭ 言語
長崎小 9月29日㈬

－流山北小 10月1日㈮
西深井小 9月13日㈪
南流山小 9月14日㈫ 知的･情緒･言語

おおたかの森小 10月18日㈪ 知的･情緒･難聴 言語･難聴
おおぐろの森小 10月25日㈪ 知的･情緒 言語

南部中 10月19日㈫ 13時30分～ 知的･情緒

－

常盤松中 10月20日㈬

9時30分～北部中 10月26日㈫ 知的
東部中 9月27日㈪

知的･情緒東深井中 9月27日㈪
八木中 10月5日㈫ 13時30分～

南流山中 10月7日㈭
9時30分～西初石中 9月15日㈬ 知的おおたかの森中 10月19日㈫

期日※いずれも10時～12時 テーマ 講師

9月3日㈮ 「これからの私」のためのキャリア 
～再就職と子ども・家族～

子育てコーディネーター
古澤里美さん

9月10日㈮ 自分発見でキャリアを見つけよう! 
 ～わたしらしいキャリアデザイン～ キャリアコンサルタント

岡智子さん9月17日㈮ いざ! チャレンジ 
～再就職のためのコミュニケーション～

8月12日～9月13日に提出を毎
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“Nagareyama…International…Understanding…Support…Center”…offers…advice…
to…foreign…residents…who…have…trouble…in…daily…city…life.（Only…for…troubles…
related…to…the…city…administration）
The…support…center… is… located…on…the…3rd…floor…of…the…Nagareyama…city…
office…Edogawadai…Branch…Bldg,…near…Tobu…Urban…Park…Line…Edogawadai…
station.
Feel…free…to…visit…us.
Office…Hour… :… 10am…to…4pm(Except…noon…to…1pm)…
… … Monday,…Wednesday…and…Friday
Languages…available… :… Japanese…and…English
… … Please…ask…for…other…languages…if…needed.
Contact… :… Nagareyama…International…Understanding…Support…Center
… … ☎7128－6007

【NPO法人流山市国際交流協会（NIFA）の外国語講座】
　9月からの受講生を募集します。各講座とも、年3期（5～7月、9～11月、1～3月）で開
講しています（◎講座は12月も実施）。詳細は、同協会のホームページをご覧ください。
▷募集人数＝各5人程度（多数抽選）
講ネイティブ講師（●講座は日本人講師）
費4,500円（全6回）（★講座は3,000円（全6回）、◎講座は2学期のみ6,000円（全8回）
◆講座は8,400円（全12回））※別途協会年会費2,000円と教材代。2クラスまで無料
で見学・体験可
申往復はがきに住所、氏名、電話番号、メールアドレス、希望講座名を明記の上、8月18日
（必着）までに〠270－0111流山市江戸川台東1－4江戸川台駅前庁舎3階NPO法人
流山市国際交流協会外国語講座事業部へ郵送、メールまたは電話

講座名 開催日 時間 場所

中国語入門
第 1･3木曜

13:30 ～15:00
江戸川台駅前庁舎 3階

中国語初級 15:10 ～16:40

●★韓国語初級 A
第 1･3水曜

10:30～12:00 おおたかの森教室
（おおたかの森北）●★韓国語初級B 13:30～15:00

韓国語中級 第 1･3火曜 10:00～11:30 ほっとプラザ下花輪
（下花輪福祉会館）

◎スペイン語初級
第 1･3金曜

14:45～16:15
江戸川台駅前庁舎 3階

◎スペイン語中級 13:00～14:30

●◆会話に役立つ英文法 毎週木曜 13:30～15:30 生涯学習センター
（流山エルズ）◎英会話入門A 第 2･4金曜

10:30～12:00
◎英会話入門B 第 2･4木曜 江戸川台駅前庁舎 3階

◎英会話初級 A
第 1･3金曜

11:55～13:25
文化会館

◎英会話初級B 13:30～15:00

◎英会話初級 C 第 2･4火曜 10:30～12:00 生涯学習センター
（流山エルズ）

英会話初級D 第 2･4水曜    9:30～11:00

江戸川台駅前庁舎 3階

英会話中級 A 第 1･3火曜
11:00～12:30

英会話中級B 第 2･4火曜

英会話上級 A 第 2･4水曜 11:10～12:40

英会話上級B 第 1･3金曜 10:00～11:30

問同サポートセンター☎7128－6007（月･水･金曜10時～16時）
nifa-support@bz04.plala.or.jp
1008962

新規申請は随時受け付け
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草花あそびをしてみよう

縄文土器を洗ってみよう、見てみよう!
申問各児童館・児童センター　 1001236

●親子サロン… …日／内3日㈫／自由遊び。おもちゃ病院もあり、17日㈫／紙しばい、
絵本の読み聞かせ　定各10組（先着順）　申電話

… 所初石公民館（☎7154－9101）
●おおたかの森ひろば… …日18日㈬　内児童館のおもちゃで遊んだ後、 親子ふれあい遊びをし

ます。　対市内在住の方　定25組（先着順）　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19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）　申電話
… 所東部公民館（☎7144－2988）

会場 日程 催し物

駒木台児童館
☎7154－4821

23日㈪ サイエンス教室 
定15人（先着順）※要申し込み

25日㈬ プラレールで遊ぼう（乳幼児向け） 
定15組（先着順）※要申し込み

江戸川台児童センター
☎7154－3015

4日㈬～6日㈮ おもしろ工作 
定各10人（先着順）

26日㈭ 水鉄砲で遊ぼう 
定20人（先着順）※要申し込み

赤城児童センター
☎7158－4545

23日㈪午前
プラレールで遊ぼう 

対2歳児以上のお子さんとその保護者
定20組（先着順）※要申し込み

24日㈫ サイエンス教室 
定15人（先着順）※要申し込み

十太夫児童センター
☎7154－5254

11日㈬ 点取りゲーム
30日㈪ おはなしの日（乳幼児向け）※要申し込み

野々下児童センター
☎7145－9500

6日㈮ サイエンス教室 
対1～3年生　定20人（先着順）※要申し込み

25日㈬午前 サマーシアター（乳幼児向け） 
定20組（先着順）※要申し込み

25日㈬午後 サマーシアター（小学生向け） 
定30人（先着順）※要申し込み

思井児童センター
☎7159－5666

10日㈫ ミニドッジ大会
25日㈬ 巨大モザイクアートを作ろう

向小金児童センター
☎7173－9320

5日㈭ サイエンス教室 
定20人（先着順）※要申し込み

20日㈮ ビデオシアター（小学生向け） 
定20人（先着順）※要申し込み

おおたかの森児童センター
☎7150－7331

7日㈯ 坊主めくり大会

26日㈭～28日㈯ キラキラ絵 
定各10人（先着順）※要申し込み

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 （8月）
●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10日㈫10時～11時30分　所文化会館
… 費無料　持マスク　申不要
… 問文化会館☎7158－3462　 1001275

時間はいずれも10時～11時30分　…費無料　持マスク　…問各公民館

あなたの熱い思いを

親子遊びで学ぶ子育てのコツ

みんなで体を動かそう!

流山市青少年主張大会発表者を募集

こそだてI・RO・HA～色葉～

親子でヨガ

　青少年が日常生活の中で考えていることを広く社会に訴える「流山市青少年主張
大会」の発表者を募集します。
日10月1日㈮13時40分～16時40分
所文化会館
対市内在住・在勤・在学で中学生～18歳の方
定17人※応募多数の場合は原稿審査
▷発表内容＝家庭、学校生活、社会（地域活動）および身の回りや友達との関わりに対
する意見や感想、提言など（1人5分程度）
費無料
申申込書と発表原稿（注）を8月20日までに市役所生涯学習課へメール※市内中学・
高校生は学校を通じてお申し込みください。
注：市ホームページからダウンロード。必ずそのままの書式設定（発表原稿はワード
入力でA4縦長縦書上下2段、1,600字程度）を使用
問生涯学習課☎7150－6106
shougaigakushu@city.nagareyama.chiba.jp
1019222

日9月2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

　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9月13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歳のお子さんとその保護者
定10組（先着順）　費無料
持マスク（保護者）、飲み物、ヨガマット、タオル
申8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☎7155－3638FAX 7153－3437

1031301

児童館・児童センター　8月の催し物

かぼちゃパン作り

赤ちゃんといっしょ（全3回）

ビューティースマイルフラ

子育てママのパン講座

子育てママのセミナー

ママのためのリフレッシュサロン

　かぼちゃパンを粉から作り、焼き立てを持ち帰ります。
日9月9日㈭10時～13時　所東部公民館
講ジャパンホームベーキング師範･高橋静子さん、丸のり子さん
対子育て中のママ　定8人(先着順)　費1,000円（材料代含む）
持筆記用具、エプロン、三角巾、マスク、手拭き、布巾2枚、持ち帰り
用の袋　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9月3日㈮・16日㈭・24日㈮10時～11時30分（24日は12時まで）　所おおたかの森
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　対生
後2カ月～11カ月の赤ちゃんとママ　定10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、8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
問文化会館☎7158－3462　 1014850

　ストレッチからフラダンスまで、お子さんと一緒に参加できる講座です。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9月9日㈭10時30分～11時30分　所おおたかの森センター
講フラダンサー・有島加花さん
対女性※お子さんと一緒の参加も可　定20人（先着順）　費500円（お子さんは無料）
持動きやすい服装、飲み物、タオル、お子さんを座らせるシート、おもちゃ、マスク
申NPO法人R

ラ イ ズ

ise…u
アップ

p女性サポート実行委員会に電話（☎7103－8249）またはメール
（ riseup.kunoichi@goo.jp）
問おおたかの森センター☎7159－7031

博物館子ども教室

　市内の自然を使って、草花あそびをしましょう。…
日8月20日㈮10時～11時30分　所中央図書館
講New草花あそび研究所所長・相澤悦子さん　対小・中学生とその保護者
定15人（先着順）　持マスク、エノコログサ（別名：猫じゃらし）の穂の長いものと短い
ものを合わせて20本程度　申8月3日10時から博物館に電話

1031623

　市内で出土した土器を洗ってみませんか。縄文土器に
触りながら、模様を調べてみましょう。
日8月25日㈬10時から、11時から、13時30分から、14時
30分から　所博物館　対小・中学生※小学校低学年は保護
者同伴　定各10人（先着順）　持マスク、汚れてもよい服
装　申8月3日11時から電話

1031675

【共通事項】
費無料
問博物館☎7159－3434
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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）

13日㈮・24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

20日㈮
（歯科・栄養コース）

もぐもぐ教室
（予約制）

18日㈬・27日㈮ 保健センター 4～5カ月児の離乳食指導。母子健康手帳持参24日㈫ 東部公民館

カムカムキッズ
（予約制）

25日㈬ 保健センター 令和2年8～9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、歯ブラシ持参30日㈪ 南流山センター

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5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…2日㈪～5
日㈭※相談会として
実施、個人通知

保健センター

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　 10006468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（8月） 時　間 問・予約

思春期相談
※来所相談に
ついては直接
お問い合わせ

ください。

電話
（予約不要） 平日 9時～17時

☎047ー361ー2138

精神保健福祉相談 5日㈭・16日㈪ 14時～16時
酒害相談 19日㈭ 14時～16時30分

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。

保育施設で就職を目指す方は申し込みを

筆談のテクニックを学ぶ

簡単で栄養バランスのよい料理を作りましょう

ひとり親世帯以外へ支給

未提出の方は早急に提出を

出願は9月3日まで

オンラインによる
保育施設合同就職説明会

聞こえのサポーター講座（全4回）

障害者のための
料理講座

子育て世帯生活支援
特別給付金を支給

児童手当の現況届

中学校卒業程度認定試験の
願書を受け付け中

　約40の市内の保育施設が集まるオンラインによる合同就職説明会を開催します。
保育施設での就職を希望される方も、これからじっくり考えたいという方も、パソコ
ンやスマートフォンなどから参加できますので、ぜひお気軽にご参加ください。
日9月5日㈰14時～16時30分
費無料
申二次元コードから電子申請
問保育課☎7150－6124　 1028045

　聞こえのサポーターは、加齢性難聴や中途失聴などで聴力に障害がある方を筆談
で支援します。筆談のテクニックを学んでみませんか。
日9月1日・8日・15日・22日の水曜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10人（先着順）
費300円（テキスト代）
持マスク、筆記用具、ノート
申8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☎7155－3638FAX 7153－3437

　9月は、さけの南蛮漬け、レンコンのきんぴら、高野豆腐とシイタケの味
み そ

噌汁を作り
ます。
日9月3日㈮10時～13時　所南流山センター
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
申障害者福祉センターに電話またはファクス※送迎あり（8月27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

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている低所得の子育て世帯に対し、その
実情を踏まえた生活の支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給しま
す。申請方法など詳細は、市ホームページをご確認ください。なお、令和3年4月分
の児童手当または特別児童扶養手当を受給し、令和3年度住民税均等割が非課税の世
帯には、当該給付金を7月30日に支給していますので申請は不要です。
対次の全てに該当する方①令和3年3月31日時点で18歳未満のお子さん（障害児は
20歳未満）を養育している方②令和3年度住民税均等割が非課税の方または新型コ
ロナウイルス感染症の影響により家計が急変し、住民税均等割が非課税の方と同じ
水準にある方※生活保護を受けている方も税申告が必要です。ひとり親世帯分の当
該給付金を受給した世帯は対象外
▷支給額＝お子さん一人当たり5万円
問子ども家庭課☎7150－6082　 1031473

　児童手当の現況届を未提出の方は、必要書類を添えて必ず提出してください。現
況届の提出がないと、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＝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
問子ども家庭課☎7150－6082

1001252

　病気などやむを得ない事由により、義務教育諸学校の就学を猶予または免除され
た方などに対し、中学校卒業程度の学力を認定するために文部科学省が行う試験で
す。合格者には高等学校の入学資格が与えられます。
▷試験日＝10月21日㈭
申文部科学省または千葉県教育委員会で配布の認定試験願書に必要書類を添付し、…
9月3日（消印有効）までに文部科学省生涯学習推進課認定試験第二係へ郵送
問学校教育課☎7150－6104

1022104
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フラワーアレンジメントを作りましょう

ジオラマ工房作品展「流鉄と流山本町界
か い わ い

隈」

みんなで楽しもう! トランペットとピアノの世界

ハンドメイド教室

ギャラリーガラスケース展示

子育てコンサート

　綿やワイヤー入りのリボンで自分好みの花器を作り、
プリザーブドフラワーなどをアレンジします。
日9月4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）
持グルーガンまたは木工用接着剤、はさみ、作品を持ち
帰る袋、マスク
申8月2日9時から電話
問向小金福祉会館☎7173－9320

1031371

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

8月
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
　…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）
　16日
　（13時30分～16時30分）
　心の相談室
　問障害者支援課☎7150－6081
●こどもの発達相談（予約制）
　月～金曜、第2土曜（9時～16時）
　児童発達支援センターつばさ内
　療育相談室
　問療育相談室☎7154－4844

●法律相談（予約制）
　火・木曜（13時～15時40分）
　※10日・12日を除く
●税務相談（予約制）
　25日（13時～16時30分）
●交通事故相談（予約制）
　16日（10時～15時）
●暮らしの手続き相談（予約制）
　20日（13時～16時）

●消費生活相談
　月～金曜（9時～16時30分）
　消費生活センター
　問同センター☎7158－0999

●女性の生き方相談
　（予約優先、電話相談可）
　6日・13日・27日（10時～16時）
　市民相談室
　問企画政策課男女共同参画室
　☎7150－6091
　 1003431

●職業相談・紹介
　月～金曜（9時30分～17時）
　問地域職業相談室
　（ジョブサポート流山）
　☎7156－7888
●心配ごと相談
　水曜（13時～15時30分）
　ケアセンター
　問同相談所☎7159－4970
●遺言・相続無料相談（予約制）
　14日（13時30分～16時30分）
　…北部高齢者なんでも相談室（地域

月〜金曜（8時30分〜17時）
☎7158－1616　 1002360

市民相談室の相談

その他の相談

●酒害相談
　3日・27日（18時30分～20時30分）
　江戸川台福祉会館
　8日（14時～16時）
　向小金福祉会館
　問流山断酒新生会
　☎7192－8577
●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）
　…マンション管理組合の相談をお受
けします。
　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

　昭和の流山本町を背景に、流鉄流山線の開業当時の車
両模型を展示します。
日8月1日㈰～31日㈫9時30分～17時（1日は13時から、
31日は15時まで）
所森の図書館
費無料
申不要
問森の図書館☎7152－3200　 1031508

　短編映画「トランペット」に主演の曽根麻央さんによ
る赤ちゃんが泣いても気にしないコンサートです。子
育て中のパパもママもお子さんと一緒に生の音楽を楽
しみましょう。
日9月4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　申電子申請または電話
問文化会館☎7158－3462

1014856

日9月6日㈪・13日㈪13時～16時
所クリーンセンター
対全日程に参加できる方
定10人（多数抽選）　費100円
持毛糸3巻（極太）、かぎ針7号
申電子申請または往復はがきに開催日、講座名、住所、氏
名、電話番号、返信用に宛名を明記の上、8月23日（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

1017070

　すず虫の飼育方法の解説後、すず虫を無料でお
渡しします。
日8月22日㈰14時30分～15時30分
所文化会館　定30人（先着順）　費無料
持えさを入れていないふた付きの容器
申電話
問文化会館☎7158－3462

1014860

自転車サドルカバーづくり

音楽隊を育てよう

リサイクル講座（全2回）
すず虫飼育教室

採火式と歓迎式典を同日開催
　8月16日～20日、東京2020パラリンピック競技大
会に出場する卓球のオランダ代表選手がキッコーマ
ン…アリーナを拠点に事前キャンプを行います。
　市では、卓球オランダ代表選手を歓迎するため、歓迎
式典を開催し、市内小・中学校の児童・生徒が制作した応
援幕などを贈呈します。歓迎式典の様子はYouTube
でもご覧になれます。
　式典の開催に先立ち、会場ではパラリンピックの聖火を採火する採火
式を執り行い、本市で採火した火を県の集火式会場に届けます。
日8月18日㈬採火式：9時～9時10分（8時30分開場）、歓迎式典：9時
10分～9時40分※式典終了後、公開練習（15分間）を見学可
所キッコーマン…アリーナ
対市内在住の方　定160人(多数抽選）　費無料
持室内用シューズ、靴袋、マスク
申8月10日までに流山市オランダ代表事前キャンプ予約サイト（＝二次元コード）か
ら電子申請
問スポーツ振興課☎7157－2225　 1031204

パラリンピック
卓球オランダ代表選手が事前キャンプ

写真提供：オランダ
パラリンピック委員会）
ケリー・ファン・ゾン選手

受講生を募集
　市では、自分の考えている事業で創業する実践的な方法を
学ぶ「女性向け創業スクール」を開催します。
　今回は、流山市女性向け創業支援事業ホームページに記事
を書き、実践的に書くスキルを学びます。最終日にはビジネ
スプランのプレゼンテーションも行います。
日9月28日㈫、10月26日㈫、11月30日㈫、12月17日㈮9時30分～11
時30分　所Trist-Airport-（南流山3）※12月17日のみ、おおたかの森
センター　講株式会社新

しんせんりょく

閃力代表取締役・尾崎えり子さん　ほか
対流山市での創業に興味のある女性　定15人程度（先着順）
費4,000円　申8月2日9時から市ホームページから電子申請※6カ月～就学前児の
一時保育あり（開催日の1週間前までに市役所商工振興課へ要申し込み）
問商工振興課☎7150－6085　 1030478

女性向け創業スクール（全4回）
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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

■アニメ「王舎城の悲劇」上映会 (東洋思想
学ぶ会主催)＝8月3日㈫10時～11時35分、
スターツおおたかの森ホール。無料問森川
kanryuu@i.softbank.jp

■女性のなんでも相談(ウィメンズ・サポート…ゆ
め主催)…＝8月13日、9月10日、10月8日、11月
12日、12月10日の金曜10時～15時、生涯学
習センター(流山エルズ)。各500円※要申し
込み問山口 fuya186g@jcom.zaq.ne.jp
■障害年金無料相談会＝8月18日㈬、9月

15日㈬13時30分～16時、スターツおおた
かの森ホール。無料※要申し込み問事務局
☎090－4847－6536
■夏祭りぽっくるライド ストライダーで遊 
ぼう!(流山ランバイク友…もりぽっくる主催・
市後援)＝8月27日㈮10時～12時、流山お
おたかの森駅南口都市広場。300円※要申
し込み。雨天中止問中垣 moripockle.
nagareyama@gmail.com
■妊婦さん集まれ! お産塾 満足・納得のいく
お産をしよう(こばやし助産院主催)＝8月27
日㈮13時30分～15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

事務局☎080－5075－1844
■分かち合いの会 大切な人と死別の悲しみ
をわかちあう(ウィメンズ・サポート…ゆめ主催)…
＝8月28日、9月25日、11月27日、12月25
日の土曜13時30分～15時、生涯学習セン
ター(流山エルズ)。各500円※要申し込み
問生田 ikuta.ay070@gmail.com

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

将棋教室 8月4日･11日･25日、9月1日･
8日･22日･29日の水曜

16時～20時30分
（時間内2時間程

度レッスン）

幼稚園児･小学生:
各1,020円

中学生以上:
各1,230円

※要申し込み
日本画 水干A

（初心者向け）
8月6日･20日、9月3日･17日

の金曜 9時30分～
11時50分

各1,020円
持スケッチブック(F8)、
4B鉛筆、水干絵の具、

消しゴム、花
※要申し込み

日本画 水干B
（初心者向け）

8月13日･27日、9月10日･24日
の金曜

日本画 岩絵
（経験者向け）

8月14日･28日、9月11日･25日
の土曜

9時30分～
11時50分

各2,550円
持岩絵の具一式

※要申し込み

発信力を磨く英会話 9月7日～10月26日の火曜

初級:9時～
10時20分

中級:10時30分～
11時50分

各1,070円
持筆記用具

※要申し込み

市民対象の公民館パソコン教室（9月）

講座名 期　日 時　間 内　容

パソコン教室 9月1日㈬
2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

定5人（先着順）　費2,500円　持ノートパソコン、マスク　申電話

●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8月13日㈮12時30分～13時30分、
14時～15時、8月20日㈮10時30分～
11時30分、12時30分～13時30分
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 8月2日9時から電話
問思井福祉会館☎7159－5666

1031304

★個人指導によるパソコン教室
（全2回）

日8月26日㈭・27日㈮13時30分～15
時30分　所野々下福祉会館
講流山パソコンボランティア(NPV)の皆
さん　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、筆記用具　申 8月2日から電話
問野々下福祉会館☎7145－9500

1031369

★役立つ! 中高年向け再就職支援
セミナー

　我孫子市や柏市、千葉県ジョブサポート
センターと共催のセミナーです。
日8月30日㈪①セミナー:10時～12時
②就労相談 :13時30分～14時、14時
10分～14時40分、14時50分～15時
20分、15時30分～16時
所我孫子市民プラザ
対 40～65歳程度の方　定①30人②各
1人（いずれも先着順）　費無料　持マス
ク、筆記用具、雇用保険受給資格者証（雇
用保険受給中の方のみ）　申 8月2日から
我孫子市役所企業立地推進課に電話
問我孫子市役所企業立地推進課☎7185－
2214　 1022324

要な知識と会話術を身に付けるための講
座です。日程など詳細はお問い合わせく
ださい。
所オンライン会議アプリ「Zoom」および
浦安市地域福祉センター　定 20人（応募
者多数の場合は選考）　費無料
申 8月27日までに（一社）千葉県言語聴覚
士会ホームページから
問障害者支援課☎7150－6081
FAX 7158－2727

1031370

会議
★子ども・子育て会議

日8月4日㈬14時から　所市役所
内第2期子どもをみんなで育む計画の事
業評価について
問子ども家庭課☎7150－6082

1001289

★地域公共交通活性化協議会

日8月10日㈫14時から　所初石公民館
内地域公共交通計画の策定について　ほか
問まちづくり推進課☎7150－6090

1031668

★生涯学習審議会

日8月10日㈫15時から　所文化会館
内第2次流山市子どもの読書活動推進計
画について　ほか
問生涯学習課☎7150－6106

1027954

★行財政改革審議会

日8月17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

1031040

求人
北千葉広域水道企業団職員

　来年4月採用の職員を募集します。詳細
は、同企業団ホームページをご覧ください。
▷募集職種＝一般事務・電気・電気主任技
術者（経験者）
問同企業団☎047－345－3211

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

★図書館歴史講座（全3回）
江戸から東京へ

　幕府が倒れ江戸が東京へと変わる時代
に活躍した、徳川慶喜、渋沢栄一、三野村
利左衛門を取り上げ、それぞれの人物像
に迫ります。
日9月4日・18日、10月2日の土曜13時
30分～15時　所中央図書館　講川村学
園女子大学講師・小林信也さん　対全て
の日程を受講できる方　定 30人（先着
順）　費無料　申 8月3日9時から電話
問中央図書館☎7159－4646

1031455

★博物館寺子屋講座　歴史街歩き
流鉄編「廃線跡と車庫見学」

日9月5日㈰10時～12時　所流鉄流山
駅　対市内在住で中学生以上の方※中
学生は保護者同伴　定 30人（先着順）
費 500円（流鉄流山線一日フリー乗車券
代）　持マスク　申 8月3日13時から博
物館に電話
問博物館☎7159－3434

1031676

★就職個別相談セミナー　
内定を決める面接のコツ

　確実に内定を獲得するための面接のコ
ツをお伝えします。
日9月6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（15～45歳）
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

1002239

失語症者向け意思疎通支援者養成
研修必修基礎コース(全13回）

　失語症の方とのコミュニケーションに必

で歌いましょう。
日8月27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

★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8月28日㈯9時～11時30分
所クリーンセンター　費無料（材料代が
かかる場合あり）　申不要
問クリーンセンター☎7157－7411

1016384

★千寿の会

　9月は大正琴と尺八の演奏があります。
日9月6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 8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
FAX 7153－3437

1031297

映画「咲
え

む」上映会

　聴覚障害者の方への理解を深めるため
に製作された映画「咲む」を上映します。
日8月8日㈷10時30分～12時30分(10
時開場）、14時～16時（13時30分開場）　
所文化会館　費高校生以上1,200円、小・
中学生500円、未就学児無料　申不要
問流山市「咲む」上映実行委員会☎080－
5191－3698FAX 7148－1866
nagareyama_deaf@yahoo.

co.jp

★は市または指
定管理者などの
主催のもの

イベント

学校作品展
市内中学校生徒の作品を

展示します。
問㈱アーテック☎7154－1441

1001703

8月2日㈪～31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

講座名 期　日 時　間 内　容

パソコン教室 9月16日㈭
17日㈮

13時30分～
16時30分

パソコン入門、ワード、エクセル、メール・インター
ネット、デジカメ編集、その他よろず受け付け

講公民館パソコンボランティアの各団体（流山パソコンボランティア）
定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
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●市・県民税（第2期）　●国民健康保険料（第3期）
●介護保険料（第3期）　●後期高齢者医療保険料（第2期）
納税・納付は便利な口座振替で　 1000531

今月の
納税・納付
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　3密を避けるための交通手段としてだけでなく、健康
への意識の高まりや災害時の機動性の観点から、自転車
の利用者が増加しています。
　市では、安全で快適な自転車の通行空間を整備するた
めに、パブリックコメントを実施し、流山市自転車ネッ

トワーク計画を策定しました。整備期間は、令和3年度
から令和11年度までの予定です。自転車も歩行者も、安
全で快適に通行できるように、交通ルールの徹底にご協
力ください。
問道路建設課☎︎7150－6094　 1030369

①自転車は、車道が原則、歩道は例外

②車道を通行する場合は、左側を通行

③�歩道を通行する場合は、歩行者優先で、車道寄りを徐行

④安全ルールを守る

①自転車専用通行帯が整備
される道路

②車道混在の道路

③自転車歩行者道の
暫定併用道路

⑤子どもはヘルメットを着用
　保護者の方などは、幼児・児童に乗車用のヘルメットを
かぶらせましょう。

　スマートフォン・携帯電話、ヘッドホンの使用や傘を差し
ながらの運転はルール違反。夜間は必ずライトをつけま
しょう。

　自転車専用通行帯の幅が、1.5ｍ
以上ある道路（自転車は自転車専用
の車線を通行）

　自転車専用通行帯の幅が、1.5ｍ
未満の道路（自転車は自動車と同じ
車線を通行）

　自転車が歩道を通行することが認められている道路

　オーバーパスやアンダーパスなど、自動車や自転車のスピードが出やすい
危険な場所で、自転車が歩道を通行することが望ましい道路

　江戸川や利根運河などの土手沿いのサイクリングロード

　交通安全上、特に配慮が必要な区間については、自転車通行
位置をより明確にするため、青色カラーによる路面表示を検討し
ます。
　詳細は、市ホームページ（＝二次元コード）をご確認ください。

事故を防ぐため「自転車利用の交通ルール」を守りましょう

自転車通行帯は
場所によってデザインが異なります

安全・快適な自転車通行空間整備のため
流山市自転車ネットワーク計画を策定

例外の事例
◦運転者が13歳未満の子どもや70歳以
上の高齢者、体の不自由な方の場合
◦道路標識や道路表示で指定された場合
◦交通状況からみてもやむを得ない場合

運河駅

流山北高校

森の図書館

江戸川台駅

初石駅

流山おおたかの森駅

流山セントラルパーク駅
流山駅

平和台駅

南流山駅
鰭ヶ崎駅

西初石小学校

おおぐろの森
小学校

おおたかの森
小・中学校

八木南小学校

東部中学校

自転車専用通行帯
車道混在路面表示
自転車歩行者道の
暫定併用

①
②

③

自転車歩行者道
自転車歩行者専用
道路
鉄道

自転車専用通行帯
車道混在路面表示
自転車歩行者道の
暫定併用

①
②

③

自転車歩行者道
自転車歩行者専用
道路
鉄道

自転車専用通行帯
車道混在路面表示
自転車歩行者道の
暫定併用

①
②

③

自転車歩行者道
自転車歩行者専用
道路
鉄道

④自転車歩行者道

自転車専用通行帯
車道混在路面表示
自転車歩行者道の
暫定併用

①
②

③

自転車歩行者道
自転車歩行者専用
道路
鉄道

⑤自転車歩行者専用道路

自転車専用通行帯
車道混在路面表示
自転車歩行者道の
暫定併用

①
②

③

自転車歩行者道
自転車歩行者専用
道路
鉄道

流山市自転車ネットワーク図

自転車専用通行帯 車道混在

2㎞10

出典：内閣府ホームページ　交通安全教育教材をもとに作成
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