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市内で新型コロナウイルス感染者が急増中

感染したと思われるときは相談を
あり、コロナに感染した、または濃厚接触者になったと思われるとき
は、自主的に 14日間の自宅待機をお願いします。不安や心配のある
方は、
次の流れを参考にご相談ください。
問保健センター☎ 7154－0331

現在、50歳代以下の感染者が急増しています。それに伴い、入院
先の調整が困難になってきています。
また、業務のひっ迫により、松戸保健所での濃厚接触者の調査も
困難な状況であるため、職場や学校、会食の場などで陽性者と接触が

1. 感染したと思われるときの相談
②発熱症状などはないが濃厚接触者になったと思われるとき

①発熱症状などがあるとき

（感染した方から連絡を受けた場合など）

※濃厚接触者の目安はマスクなしで、1メートル程度の距離で 15分以上会話している場合で
す。 同居家族が陽性となった場合は、松戸保健所からの連絡をお待ち下さい。

かかりつけ医がいますか？
いいえ

または

千葉県発熱相談
コールセンターに相談

☎ 0570－200－139
（24時間、土 ･日曜、祝
日も対応）
FAX 043－224－8910

2. 受診・検査
※検査の必要性は医師が判断します。

はい

流山市新型コロナウイルス
相談専用ダイヤルに相談

☎ 7138－6121
（8時 30分～
17時15分、当面の間、土・日曜、
祝日も対応）
FAX 7155－5949

発熱外来医療機関を
ご案内

発熱外来医療機関で診察
（検査・処方）

3. 療養

流山市新型コロナウイルス相談専用ダイヤルに相談

☎ 7138－6121（8時 30分～17時 15分、当面の間、土・日曜、
祝日も対応）
FAX 7155－5949

事前に電話連絡

※診察が受けられない場合は、左記
の県コールセンターまたは市相談専
用ダイヤルに相談してください。

かかりつけ医で
検査できない場合

かかりつけ医で診察
（検査・処方）

検査が陽性で自宅療養になったら
自宅療養となった場合は、松戸保健所が電話などで健康観察を行います。また、
必要な方には食料や日用品の配送などのサービスもありますので、市相談専用ダ
イヤル
（☎ 7138－6121）
へご相談ください。
自宅療養の注意点
(1)感染者と他の同居者の部屋をできるだけ分ける。
(2)感染者の世話をする人はできるだけ限られた方
（1人が望ましい）
にする。
(3)できるだけ家族全員がマスク
（できれば不織布マスク）
を使用する。
(4)小まめにうがい ･手洗いをする。
(5)日中はできるだけ換気をする。
(6)取っ手 ･ドアノブなど手が触れる共用部分を消毒する。
(7)自宅療養で発生した燃やすごみは、中身が確認できるビニール袋に二重に入
れ、空気を抜き、袋の口をしっかり縛って出す。※ご不明な点は、クリーンセンター
（☎ 7157－7411）
へお問い合わせください。

流山市 PCR検査センター
（ドライブスルー方式）
で検査

陰性

陽性

松戸保健所の調整のもと自宅療養または
入院、ホテルでの宿泊療養

相談の結果、
濃厚接触があったと
思われる場合は、
検査をご案内
（原則無症状で希望する方）

原則として自宅待機

※濃厚接触に該当する方
は、検査の結果が陰性で
あっても、感染者との接触
から14日間は引き続き感
染の可能性がある期間と
して自宅待機となります。

基本的な感染予防の確認を
・こまめにうがい・手洗いをする。
・普段、生活を共にしていない人との接触を避ける。
・ワクチン接種済みの方も、会話するときはマスク（できれば不織布
マスク）
着用。
・外出する場合は、少人数･短時間とし、不要不急の外出は自粛する。
・1～2週間程度の食料 ･日用品を備えておく。
・
「換気の悪い空間」
「人が密集する場所」
「人と密接する場面」は
全て避ける。
問 保健センター☎ 7154－0331

市議会が9月2日から開会 令和 3年市議会第 3回定例会が 9月2日㈭ 10時から開会される予定です。 問 総務課☎ 7150－6067
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個別接種実施医療機関でワクチン接種の予約をする方へ

ワクチン接種状況

事前に小児の
受け入れが可能か確認を

対象者

個別接種実施医療機関によっては、12歳～15歳の小児の新型コロナウイルスワク
チン接種ができない場合があります。 接種の予約の際は、事前に別表または市ホー
1031860 ）
をご確認ください。なお、集団接種会場では 12歳～15歳の
ムページ
（
方も接種できます。 また、診療の妨げとなりますので、医療機関への直接のお問い合
わせはお控えください。
注意事項
・予診票の署名欄に保護者の自署がない場合、接種を受けられませんので忘れずに
署名してください。
・原則、保護者同伴です。 やむをえず、保護者が同伴できない場合、中学生以上のお
子さんに限り、保護者が説明書を読み、予診票に保護者が自ら署名することによっ
て、保護者の同伴がなくても接種を受けることができます。
・予診票の電話番号記載欄には保護者と連絡がつく電話番号を必ず記載してください。
【小児の受け入れが可能な個別接種実施医療機関（8月16日時点）】
地
域
北
部
地
域

医療機関名
うのさわクリニック
江戸川台クリニック
（注1）
東医院
（注1）
小野クリニック
久松クリニック
馬場内科医院（注1）
高桜内科胃腸科

東深井382－20
江戸川台東2－123
江戸川台東3－102－2
中野久木530－1
東初石3－100－32
西初石2－12－14
西初石3－100 森田ビル2F

おおたかの森クリニック

おおたかの森東1－2－1
ライフガーデン流山おおたかの森4F

ライフガーデン中央クリニック
中
部
地 おおたかの森耳鼻科
（注1）
域 モーニングクリニック

開始済み
10月以降
10月5日から
開始済み
9月以降
開始済み
調整中

おおたかの森東1－2－1
ライフガーデン流山おおたかの森403－B
おおたかの森東1－2－1
ライフガーデン流山おおたかの森403－C

開始済み

調整中

にしお小児科クリニック
（注2）

おおたかの森西1－3ー1
おおたかプラザビル303

9月以降

まとばクリニック
古屋産婦人科クリニック

おおたかの森西3－1－7
おおたかの森南1－4－11

開始済み

おおたかの森南1－4－11
ウェルスおおたかの森2F

調整中

おおたかの森こどもクリニック
（注2）

南
部
地
域

小児の受け入れ
開始時期

住所

藤澤内科クリニック
千葉愛友会記念病院
（注1）
いけだ内科小児科クリニック
南流山整形外科
（注3）
かまたクリニック

加4－18－2
鰭ケ崎1－1
南流山2－8－10 Elaia南流山1F
南流山2－18－4 プロモシオン南流山1F
南流山3－16－1

南流山糖尿病栄養内科
さいとうクリニック

木402 ヤオコー南流山店2F

東 流山東部診療所
部
地
域 柴沼医院

名都借909－1
松ケ丘1－475

注 1：一般の方とは別に小児の予約枠を設けている医療機関
れている医療機関 注 3：中学生以上は受け入れ可

開始済み
9月以降
調整中
10月12日から
開始済み

9月以降

注 2：小児のみ受け入

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）

2

1回目接種数／率

（8月15日現在）

2回目接種数／率

医療従事者など

5，
067人

4,602人／90.8％
4,227人／83.4％
（± 0人／± 0.0ポイント※） （± 0人／± 0.0ポイント※）

65歳以上の方

46,689人

40,011人／85.7％
36,714人／78.6％
（＋ 318人／＋ 0.7ポイント※）（＋2,907人／＋6.2ポイント※）

64歳以下の方

127,815人

22,250人／17.4％
8,063人／6.3％
（＋ 9,025人／＋ 7.1ポイント※）
（＋ 3,821人／＋ 3.0ポイント※）

個別接種など
（累計）

92,718人
（＋ 11,758人※）

集団接種（累計）

23,149人
（＋ 4,313人※）

※前回（8月4日）比

新型コロナウイルスワクチン接種の
予約をお待ちの方へ

予約に関する最新情報は
安心メールや市ホームページで
お知らせします
8月16日から接種できる全ての方の予約が開始となりました。 今後は、おおむね
２週間ごとに示される国からのワクチンの配分量が決まり次第、確保できたワクチン
分の予約を受け付けます。なお、一部医療機関では接種回数や年齢によって区分を
設けている場合があります。予約時は、予約枠の区分
（予約枠名）
をご確認のうえ、予
約してください。予約に関する最新情報は、安心メールや市ホームページでお知らせ
します。なお、安心メールの登録方法は、4面をご参照ください。
2回目の接種の予約が取れていない方へ
現在、2回目の接種の予約が取れていない方を対象に、市コールセンターで 2回目
の予約をお取りしています。
対 1回目の接種を9月4日までに受ける方で、2回目の予約が取れていない方※ 9月5
日以降に 1回目の予約を取っている方で、2回目の予約が取れていない方へのご案内
は 9月初旬に行う予定です。 詳細は安心メールや市ホームページでお知らせします。
接種の前に確認を
・接種券、本人確認書類
（健康保険証
（注）
、運転免許証など）
、記入済みの予診票、お
薬手帳（お持ちの方のみ）を忘れずにお持ちください。 接種券、本人確認書類を忘れ
ると当日接種を受けられません。
・発熱などの症状がある場合、接種を受けられません。
・感染者と同居している方や感染者とマスクをせずに１メートル程度の距離で 15分以
上の接触があった場合は、症状がなくても接種を受けられません。ご自宅で待機して
いただきますようお願いします。なお、接種の予約のキャンセルは、お早めにお願いし
ます。
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。
接種済証は大切に保管を
接種券の右側の欄は、接種済証になります。接種券と一緒に、大切に保管してください。
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）

9月 12日㈰

令和４・５年度

休日納税・
納付相談会を開催

入札参加資格審査申請を受け付け

市税・保険料の納付が困難な方はご相談を
市税や保険料に未納があり、平日に市役所へお越しいただけない方を対象に、
休日納税･納付相談会を開催します。
何らかの事情で納期限内に納税・納付することが困難な方や未納がある方
は、ぜひご相談ください。
日 9月12日㈰ 9時～16時 30分
所 ①市役所税制課②市役所保険年金課※納税相談は平日も各担当課で行っ
ています。
内 ①市税
（市 ･県民税、固定資産税 ･都市計画税、軽自動車税）
について②国民
健康保険料、介護保険料および後期高齢者医療保険料について
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

９月１６日から開始

９月１６日から令和４
・５年度の市が発注する
建設工事や物品購入などの入札参加資格審査
申請
（当初申請）
を受け付けます。
新規で申請するには、申請ＩＤとパスワード
が必要です。 令和２
・３年度流山市有資格業
者名簿に登録済みの事業者は、従前の申請ＩＤ
とパスワードを使用してください。詳細は、市
ホームページまたは「ちば電子調達システム」
ホームページをご覧ください。
▷業種＝①建設工事※社会保険（健康保険、
厚生年金保険、雇用保険）などへの加入が必
要②測量・コンサルタント③物品④委託

▷申請期間＝９月１６日～１１月１５日
▷有資格業者名簿登録期間＝令和４年４月１日～
令和６年３月３１日
（予定）
▷申請方法＝
「ちば電子調達システム」のホー
ムページで申請書類を作成し、申請期間内に
〠260－0855千葉市中央区市場町1－1千葉
県庁南庁舎２階千葉県電子自治体共同運営協
議会（共同窓口）へ郵送※市役所財産活用課で
は、受け付けませんのでご注意ください。
問 財産活用課☎７１５０－６０６９
1031799

第1615号 令和3年8月21日㈯

33

マイナンバーカードの受け取りを
市役所市民課窓口の混雑状況などを
リアルタイムで配信

4月末までにマイナンバーカードを申請した方が対象となるマイナポイント事業のポ
イント付与は 12月31日までとなります。 平日の市役所市民課受け取りの場合、事前
予約は不要です。
1003848

平日の市役所市民課受け取りの際は混雑状況の確認を

市ホームページでは、市役所市民課の窓口における待ち人数や呼び出し中の番号な
どをリアルタイムで配信しています。配信サービスをご利用いただくことで、混雑時を
避けた来庁や窓口以外でお待ちいただくことができます。また、混雑予想カレンダー
を、毎月市ホームページで更新しています。新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
めにも、混雑緩和にご協力をお願いします。
1000406

事前に必要書類などの確認を
必要書類を不足なく準備いただくことで、手続きをスムーズに行うことができます。
来庁前には、交付通知書に同封しているピンク色の案内に記載の必要書類などを必ず
ご確認ください。
問 出張所受け取り･市役所日曜受け取りの事前予約…予約専用ダイヤル☎ 7157－
0124
カード交付について…市民課☎ 7150－6075

より良い未来をつくるためにご協力を

市 民 の 力 で 安 心・安 全 なまちづくり

地域の安全を守る
パトロール隊に参加しませんか
「安心で安全に暮らせるまち」
の実現のために、
「自主防犯パトロール隊」
と
「市民安全
パトロール隊」の市民の皆さんによる防犯活動が行われています。 活動に興味のある
方や参加を希望する方は、ぜひ市役所コミュニティ課までお問い合わせください。
【自主防犯パトロール隊】
「自らのまちは自らの手で守る」を理念に、各自治会などで組織されたパトロール隊
です。パトロール時には緑色のベストや帽子を着用し、拍子木などを持って地域を巡回
し、声掛けや見守り活動を実施しています。活動を考えている方でお住まいの地域にパ
トロール隊がない場合には、隊の結成などの相談も受け付けています。
1002736

【市民安全パトロール隊】
市の委嘱を受けたボラ
ンティアの方々による、市
内全域の防犯活動を行う
組織です。青色回転灯付
き車両で防犯啓発を呼び
掛けるアナウンスを流す
ほか、防犯意識を促すた
め、パンフレットの配布な
どの啓発活動を行ってい
ます。
1020257

総務省統計局と千葉県では、令和３年１０月２０日現在の社会生活基本調査を実施します。
この調査は、昭和５１年から５年ごとに実施しているもので、私たちが日々どのくらい
の時間を仕事や家事、地域での活動などに費やしているか、過去１年間の自由時間に
どのような活動を行ったかについて調査します。調査の結果は仕事と生活の調和
（ワー
ク・ライフ・バランス）
の推進、少子高齢化対策、男女共同参画社会の形成などの基礎資
料として活用されます。
対象となった世帯には調査員が伺いますので、ご協力をお願いします。なお、調査
によって集められた情報は、法律により厳重に保護されます。
▷対象地区＝南流山 6丁目、東深井、向小金 2丁目、向小金 3丁目、おおたかの森北 3丁
目、おおたかの森西 1丁目、おおたかの森西 4丁目の一部
▷調査期間＝9月上旬～10月下旬
1031842
問千葉県総合企画部統計課☎０４３－２２３－２２２３

河川などの水質汚濁の防止にご協力を

合併処理浄化槽へ
転換工事をする方に補助金を交付

市では、河川などの水質浄化を進めるために、単独処理浄化槽と比べ、川などに放
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を推進しています。浄
化槽処理促進区域にお住まいで単独処理浄化槽または汲み取り式トイレから合併処理
浄化槽へ転換する個人に対し、一定の条件を満たした方に補助金を交付しています。
交付要件など詳細は、市ホームページをご覧になるかお問い合わせください。
1002625
問下水道建設課☎ 7150－6097
く

問コミュニティ課☎ 7150－6076

公益通報は市役所へ
通報者の
秘密は守られます

公益通報者保護法 (注 )に基づき、法令違反の通報窓口を市に設置しています。
公益通報とは、労働者が、その労務提供先またはその役員などが法令違反をしてい
る事実などを行政機関などに通報することです。
注：主に労働者が公益のために通報をしたことを理由として、解雇などの不利益な扱い
を受けることがないよう、通報者を保護することを目的とした法律
【通報窓口】
市役所総務課
【秘密保持】
公益通報の処理に関して知り得た情報は、公益通報者の秘密の保持に配慮して適
正に保護します。
【公益通報を受けた場合の措置】
その法令違反などについて、処分などの権限が市長にあるときは必要な調査を行
い、通報対象事実があると認めるときは、法令に基づき必要な措置をとります。
また、この通報対象事実に関する処分などの権限が市長にないときは、国や県など
権限を有する行政機関を紹介させていただくことになります。
問 総務課☎ 7150－6067

駅徒歩圏、都心へ２０分 水と緑の美しい街

流山市（残り1区画）
と千葉県の宅地分譲 申 込 受 付 中 ！
流山市（西平井・鰭ケ崎地区）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。

至 つくば

4

流山おおたかの森

い

2

至 三郷

流山

セントラルパーク
JR武蔵野線

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※

※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。

お 問い合 わ せ

に し ひ ら

い

ひ れ

が

つくば
エクスプレス

西平井・鰭ケ崎地区

木地区

東京メトロ千代田線

北千住

さ き

まちづくり推進課西平井・鰭ケ崎区画整理室 千葉県流山区画整理事務所 保留地販売担当

☎ 7157－6100

日＝日時

（平日8時 30分〜17時15分）

所＝場所

講＝講師

内＝内容

1002328

対＝対象

にしひれ

定＝定員

☎ 7138－6360

費＝費用

持＝持ち物

申＝申し込み

（平日9時〜17時）
千葉県の宅地分譲

問＝問い合わせ

秋葉原
大手町

木地区
至 東京

東京

※数字は南流山駅からの
所要時間
（分）
（乗り換え時間含まず）

感染・予防情報

防犯情報

行方不明者情報

光化学スモッグ
注意報が発令

新型コロナウイルスワクチン
接種の情報も配信していますの
で、登 録 が お 済 み で な い 方 は、ぜ
ひ登録をお願いします。
コミュニティ課
☎ 7150ー6076

1010528

ID

問

配信項目

を

受信
（※）
配信内容（各担当部署から配信します）
「地震」
「台風」
「洪水」などの災害時に、避難指示や避難所情報など、緊急性の高い情報や火災情報を
災害・火災
必須
配信します。また、新型コロナウイルス感染症やワクチン接種の情報はこの項目から配信しています。
防犯
選択 流山警察署から提供される
「犯罪発生状況」や「消費者被害」に関する情報を配信します。
「光化学スモッグ」
「微小粒子物質（PM2.5）」の注意喚起など、大気汚染に関する情報や放射線に関す
環境情報
選択
る情報を配信します。
行方不明者等情報提供依頼
選択 流山警察署から行方不明者の捜索依頼があった際、情報提供を呼び掛けるメールを配信します。
感染症流行情報
選択 松戸保健所管内（松戸市、流山市、我孫子市）の感染症情報を配信します。
「災害」や「断水」など生活に関わる重要な情報を英語で配信します。
英語版災害情報
選択
（Disaster information service）
（We will send important information such as disaster, water suspention in English.）
※必須：受信必須項目 選択：受信選択項目

4

新型コロナウイルス感染症の情報も配信

火災発生情報

流山市安心メールは、緊急性の
高い情報を携帯電話やパソコン
に電子メールでいち早くお知ら
せするサービスです。
メール機能は通話機能に比べ、
災害などの非常時に規制を受け
にくいメリットがあります。

災害時の避難・
支援情報

流山市安心メール の登録

第1615号 令和3年8月21日㈯

!!

流 山 市 安 心メール の 登 録 方 法
次のいずれかの方法で登録サイトへ空メールを送信

1

Step

迷惑メール防止対策をしている方は、受信できるドメインに
「anshin-bousai.net」
を追加してください。設定方法が分からない場
合は、各種携帯電話会社などにお問い合わせください。

二次元コードから

方法1

方法2

①二次元コードを読み取る
②
「新規登録・登録内容の変更・解除」
を選択
③表示されたメール作成画面から空メールを送信（送信できな
い場合は、件名などに文字を入力して送信してください）

2

Step

登録用メールアドレス
へ直接メール

nagareyama-address@anshinbousai.netに直接メールを送信（送信で
きない場合は、件名などに文字を入力し
て送信してください）

方法3

市ホームページ
1002709 ）
（
から

①市ホームページトップ画面にある「いざという時のために」
枠内の
「安心メール」
を選択
②
「新規登録方法」
を選択
③ホームページ内のパターン2に表示されるURLを選択
④方法 1にある②・③の操作を行う

空メール送信後に届く
「登録方法のお知らせ」
の案内メールから手続き

①登録方法のお知らせ

②登録確認

③メール種類を選択

④登録完了

メールの種類を追加する
場合は
「選択」
を押す。
メールが届いたらURLを選択

災害・火災のみ登録する場合は「登
録」を押して④へ進む。ほかの配信
も登録する場合は
「選択」
を押して③
へ進む。

配信を希望する項目をチェックして
「OK」
。②
に戻るので配信を希望する項目が追加されて
いることを確認し、
「登録」
を押して④へ進む。

配信登録完了後、通知メールを確認
してください。

第1615号 令和3年8月21日㈯

55

子育てに悩む母親のためのグループ
「こもれび」

子どもと家庭を支える相談があります
不安や悩みをお話しください
市の家庭児童相談室では、18歳までの子どもと家庭について、子育ての悩みや不
安のほか、家庭・地域の子どもの相談も受け付けています。
「子育てに自信がない」
「子どもが全然言うことを聞いてくれない」
「イライラして子どもに当たってしま
う」
「ついきつくしかってしまう」
など、
子育てに悩みや不安はつきものです。電話や
面接での相談のほか、相談員がご自宅に訪問してお話を伺うこともできます。必要
に応じ、
関係相談機関を紹介することもあります。匿名での相談もできますので、
一
人で悩まずに、
まずご相談ください。
また、児童相談所虐待対応ダイヤル 189（通話料無料）では、すぐお近くの児童相
談所に通告・相談ができます。匿名でも受け付けていますので、虐待かもと思った
らすぐにご連絡ください。内容に関する秘密は守られます。
問 家庭児童相談室☎ 7158－ 4144
（9時〜17時）
いちはやく

1002362

DVの悩みは一人で悩まないで

みんなで悩みを分かち合ってみませんか
毎日子どもと一緒に過ごす中で、
「こんなに大変なのに分かってもらえない」
「子育てがつらい」など、
もやもやすることはありませんか。
普段抱えている子育ての悩みを、お母さん同士分かち合うことで心がやわら
ぐかもしれません。心理士からの子育てアドバイスも聞きながら、みんなで気
軽に話し合ってみませんか。
日 9月 27日、10月 25日、11月 22日、12月 13日の月曜 10時～11時 30分
（9時
45分から受け付け）
所保健センター※12月13日は生涯学習センター
（流山エルズ）
対市内在住で小学生以下のお子さんの母親
定 各10人
（先着順）※1歳未満のお子さんは同伴可。1歳～就学前児の一時保育あ
り（開催日の 2週間前までに要申し込み）
費 無料
申 市役所子ども家庭課で配布する申込用紙（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、開催日の 4日前（必着）までに〠270－0192流山
市役所子ども家庭課家庭児童相談室に郵送、
ファクス、
メールまたは直接窓口へ

専門の相談員が一緒に考えます
外出自粛のストレスや生活不安により、身近な人からの暴力などの増加や深刻化が
懸念されています。内閣府では、電話やメールなどで相談できる窓口を開設していま
す。
「暴力を振るわれている」
「今すぐパートナーから逃げたい」
「自分だけでなく子ども
のことも心配」
など、
どんなことでもまずご相談ください。
【DV相談＋
（プラス）
】
電話やメールなどで相談できます。面談や同行支援などの直接支援や安全な居場
所の提供も行います。外国人相談者向けに10カ国語での対応もあります。
◆電話相談
（24時間）
▷電話番号＝ 0120－ 279－ 889
◆メール相談、
チャット相談
DV相談＋
（プラス）
のホームページから受け付け
▷受付時間＝メール相談：24時間、
チャット相談：12時～22時
【DV相談ナビ】
最寄りの配偶者暴力相談支援センターにつながり、
電話で相談できます。
▷電話番号＝ #8008
問子ども家庭課☎ 7158－ 4144／企画政策課☎ 7150－ 6064
つ な ぐ

は や く

は れ れ ば

問 家庭児童相談室☎7158－4144 FAX 7158－6696

kosodate-gdb@city.nagareyama.chiba.jp
1002362

わくわく親子体操
（全4回）

おおたかの森
そうぞうLABアート編

親子で楽しくスキンシップ

ラ

は だ し

親子で遊びながら裸足で運動します。
日 9月1日・8日・22日・29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 3,200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

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

ボ

いろんな世界をアートで旅する
「アートジャーニー」
今回のテーマは「おもしろすぎる重なりの世界 ! スチレン版画をやっ
てみよう ! 」。スチレンボードや紙を使って、あなただけのアート作品を
一緒につくりましょう。
日 9月25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 ① 4～6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

申＝申し込み

問＝問い合わせ

第1615号 令和3年8月21日㈯
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若年性認知症のつどい

令和3年度まで

風しんの抗体検査・
第5期定期予防接種

日頃感じる疑問や
不安を話してみませんか

若年性認知症の方や介護する家族は、高齢者の認知症とは異なる悩みや課題を抱
えていることがあります。今回は、若年性認知症の方が利用できる障害福祉サービ
スや制度についてのミニ講話と、家族の介護の経験がある、認知症の人と家族の会千
葉県支部の阿部洋子さんを講師に迎え、
座談会を行います。
日 9月10日㈮ 14時～15時 30分 所南流山センター
対市内在住の若年性認知症の方や介護している家族、市内在勤の医療 ･介護専門職の
方など 定 15人（先着順） 費 無料
申 市役所介護支援課に電話または氏名、
住所、
電話番号を明記の上ファクス
1017020
問 介護支援課☎ 7150－ 6531 FAX 7159－ 5055

国では、
令和 3年度までの時限的な取り扱いとして、
風しんに係る公的な予防
接種を受ける機会がなかった昭和 37年 4月 2日～昭和 54年 4月 1日生まれの
男性に対し、風しんの抗体検査を受けていただき、検査の結果十分な量の風し
ん抗体がない方には、
風しんの第 5期定期接種を行います。
市では、対象の男性に対し、市内ほか全国の契約医療機関および契約健診機
関で使用することができる風しん抗体検査・風しん第 5期定期予防接種の無料
クーポン券を発送しています。クーポン券の有効期限は令和4年2月28日です。
新型コロナウイルスワクチンとそれ以外のワクチンは、いずれもワクチンを
受けてから 2週間間隔を空ける必要があります。有効期限にご注意いただき、
接種計画を立ててください。
なお、今年度新たに転入された方やクーポン券を紛失された方はお問い合わ
せください。
問 保健センター☎ 7154－ 0331

認知症サポーター養成講座
認知症になっても
安心して暮らせる街づくりのために

1021060

認知症になっても地域の中で安心して暮らし続けられるよう、認知症の方やその
家族の支えとなり応援するのが「認知症サポーター」です。この機会に認知症につい
て正しい知識を身につけ、理解を深めませんか。
日 9月 11日㈯ 14時～15時 30分 所 生涯学習センター
（流山エルズ）
対 市内在住・在勤の方 定 25人
（先着順） 費 無料 持マスク
申 東部高齢者なんでも相談室
（地域包括支援センター）
へ電話またはファクス
1000831
問 同相談室☎ 7148－ 5665 FAX 7141－ 2280

大腸がん検診が始まります
今年度から
検体採取キットを同封

9月 1日より、市の大腸がん検診が始まります。40歳以上で、すでに登録され
ている方には 8月下旬に受診票を発送します。また、
今年度より、受診票にキッ
ト（採便容器）
を同封しますので、ご自宅で検体を採取し、9月1日以降に契約医
療機関に提出してください。受け付けできる日時は契約医療機関によって異
なりますので、
同封の案内文をご確認ください。
日 9月1日㈬～11月 30日㈫
所 契約医療機関
費 500円
申電子申請または検診名、住所、氏名
（ふりがな）
、生年月日、性
別、電話番号を明記の上、〠 270－0121流山市西初石 4－
1433－1保健センターに郵送または直接窓口へ※電話、ファクスでの申し込み
は不可
問保健センター☎ 7154－ 0331

老い支度講座

エンディングノートを書いてみよう
おも

エンディングノートは、万一のことに備えて自分の想いや希望を書き留めておく
ノートで、残された家族が困らないように、あるいは自分の人生を振り返るためのもの
でもあります。講座では、コスモス成年後見サポートセンターの講師を迎え、実際にエ
ンディングノートを書きながら理解を深めます。
日 9月11日㈯ 13時 30分～15時 所ケアセンター 対 市内在住・在勤の方
定 20人 (先着順 ) 費 無料
申 南部高齢者なんでも相談室 (地域包括支援センター)へ電話またはファクス
問 同相談室☎ 7159－ 9981 FAX 7178－ 8555

1000671

あなたに必要な情報をお届け！

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

アプリ
「マチイロ」で
スマートフォンなどへお届け
スマートフォン

タブレット端末

利用にはアプリケーションのダ

ID検索を活用しよう！
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
0000000 ）
ID
（
を入力する
と関連ページがご覧になれます。

PDF版
「広報ながれやま」
パソコン

スマートフォン

タブレット端末

①ID検索のタブを選択
②7桁のIDを入力して検索

メルマガ版
「広報ながれやま」
スマートフォン

携帯電話

パソコン

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

「広報ながれやま」
をスマートフォ

アドレスの登録は不要です。詳細

ンやタブレット端末向け無料アプリ

は市ホームページをご覧ください。

「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）
。

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。

市ホームページで公開しているPDF

みどりのメールでは、携帯メルマガ

版「広報ながれやま」で、平成10年度

版「広報ながれやま」を配信しています。

以降のバックナンバーから最新号まで

イベント情報、市政情報、広報ながれや

がご覧になれます。

まの記事項目を携帯電話にお届けしま

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社のサイトからダ
ウンロード（無料）してください。

す。利用には登録（下記参照）が必要で
す。

1008138

登録方法（スマートフォン・携帯電話の場合）

1.右の二次元コードをスマートフォンや携帯 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
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。 答えて登録してください。

※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
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流山市展受賞者が決定

★は市または指
定管理者などの
主催のもの

講座

9月～11月に市役所で展示

その他
★夏休み子ども自習室

★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

集中できる環境で宿題などに取り組み
ませんか。サポートスタッフが常駐します。
タブレット端末の利用もできます。
日 8月23日㈪～29日㈰13時～16時
所 東部公民館
定 各 12人
（先着順）
費 無料
持 マスク、
勉強に必要なもの
申 電話または直接窓口へ
問 東部公民館☎ 7144－2988

日 9月1日㈬13時～14時
所 南流山センター

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
申 電話または直接窓口へ
問 南流山センター☎7159－4511

会議

ストレッチ＆ピラティス講習会（全8回）
簡単エクササイズで体づくり

サロンコンサートの
8月開催を中止

★福祉施策審議会
日 8月24日㈫10時から

サロンコンサートの 8月開催は、新型コ
ロナウイルス感染症拡大防止のため中
止となります。
問 生涯学習課☎ 7150－6106

所 市役所

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

1001708

1030599

イベント参加の際は
事前に確認を

1024371

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

しっかり運動倶楽部
体験教室

9月3日～28日の
月 ･火 ･金曜
※ 9月20日㈷も開催

① 9時 20分～
10時 50分
② 11時 10分～
12時 40分

持 室内履き

就職･再就職のための
パソコン講座

①～⑤
⑦～⑨
10時～12時
⑥ 13時～15時

各 400円

硫黄酸化物
（ppm）
大気質・排出ガス

環 境 測 定 結 果

項目

（令和3年6月）

法・条例に
よる規制値

保証
数値

測定
数値

—

10以下

1未満

窒素酸化物
（ppm）

250以下 30以下

10

塩化水素
（ppm）

430以下 10以下

2未満

ばいじん
（㎎ /㎥ N）

①～③ 1,100円
④⑦ 2,200円
(全 2回 )
⑤⑥ 2,500円
⑧⑨各2,200円
（教材代別途）
※要申し込み

日＝日時

所＝場所

講＝講師

5以下

ポールを使い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参加できます。
日 9月 6日㈪、
27日㈪ 15時～16時 30分
所 南流山センター
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
申 電話または直接窓口へ
問 南流山センター☎ 7159－ 4511

巡りヨガ

ヨガで心も体もリラックス
血流やエネルギーの巡りを改善し、心身ともに元気にするヨガです。この機会にぜ
ひ体を動かしてみませんか。
日 9月18日㈯15時～16時 30分
所 東深井福祉会館
講 rapolm 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 8月23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
ラ

常磐自動車道
項目

若葉台 西初石 東初石

①騒音

時間

②NO2

日

③SPM

有・無

④日平均
交通量

（令和3年6月）

9

35

4

青田
18

0（0） 0（0） 0（0） 0（0）
無

無

無

ポ

ル

ム

1031456

無

上り

下り

合計

42,363

43,255

85,618

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
水銀
0.03
0.05以下
0.003未満
0.04ppmを超えた日数（0.06ppmを超えた
（㎎ /㎥ N）
以下
日数）
ダイオキシン類
0.01
1以下
0.00000023 ③1時間値の日平均値が0.10㎎／㎥を超えた
（ng−TEQ/㎥ N）
以下
日が2日以上連続したことの有無
問 クリーンセンター☎7157－7411
問 環境政策課☎7150−6083
1031310
80以下

ポールを使って正しい歩行とストレッチ

※要申し込み

申 問 生涯学習センター
（流山エルズ）
☎ 7150－7474

クリーンセンター大気質

全身のストレッチとピラティスで免疫力を高め、元気で若い体づくりをしてみま
せんか。
日 9月 21日 ･28日、10月 5日 ･12日 ･19日 ･26日、11月 2日 ･9日の火曜 13時 30分～
14時 30分
所 コミュニティプラザ 定15人
（先着順）
費 4,000円 持 動きやすい服装、
マスク
申 電話または直接窓口へ
問 コミュニティプラザ☎ 7155－ 5701

今、はやりのポールウォーキング

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

①パソコン入門：9月6日㈪
②ワード入門（文章作成）
：9月7日㈫
③エクセル入門（表作成）
：9月8日㈬
④ワード基礎（画像 ･表の挿入）
：
9月13日㈪ ･14日㈫
⑤ VLOOKUPとピボットテーブル：
9月18日㈯
⑥エクセル関数講座：9月 18日㈯
⑦エクセル基礎（計算式 ･関数）
：
9月 21日㈫ ･22日㈬
⑧ワード応用：9月 27日㈪ ･28日㈫
⑨エクセル応用：9月 29日㈬ ･30日㈭

7月14日～25日にさわやかちば県民プラザ (柏市 )で開催された、第 41回流山市展
の受賞者が決定しました。 受賞者の作品は 9月～11月に市役所 1階市民ギャラリーで
展示します(月ごとに展示替えがあります)。詳細は、市ホームページをご覧ください。
主な受賞者は次のとおりです。(敬称略 )
◆市美術家協会賞：
「夏木立」
髙橋 俊江 (洋画 )
◆市長賞：
「隨神門にて」
大澤 健 (版画 )
◆市議会議長賞：
「約束の森」
飯田 知代子 (洋画 )
◆市教育長賞：
「夏」
佐々木 雅道 (洋画 )
◆市展賞：
「教会へ続く路地」
根本 弘子 (洋画 )
1031667
問生涯学習課☎ 7150－6106

しみんの 伝言板

1未満

内＝内容

対＝対象

定＝定員

費＝費用

持＝持ち物

掲載を希望する方は、掲載申込書（一部の

さい。
問 秘書広報課☎7150−6063

1007526

イベント

市内公共施設に備え付け、市ホームページ

■流山市役所でフードドライブ!（とうかつ草

からダウンロードも可）を、秘書広報課へ提

の根フードバンク主催）=8月27日㈮･28日㈯

出してください。なお、
イベント掲載希望者は、

11時30分～13時30分、市役所。 無料 問梅

掲載希望号の１カ月前までに提出してくだ

澤☎090－4077－4486

申＝申し込み

問＝問い合わせ

市の人口と予算〈8月1日現在〉
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東京 2020 パラリンピック競技大会
陸上男子 1500メートル代表

岩田悠希さんを応援しよう!

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。
庭園の風情を楽しみながら、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
ままで、
お気軽に参加できます。
日 9月12日㈰10時～15時 定 20人
（先着順）
費 510円
（お茶とお菓子付き）

初秋の邦楽コンサート

9月3日㈮ 9時 30分～12時 55分

●プロフィール
１
９９8年９月12日生まれ。
八木中学校、県立特別支援学校流山高等学園出身。
長距離種目を得意とし、
１５００メートルでは、
３分５５秒７２
（前日本記録）
、
１００００メートルでは、
２９分３５秒２１
（世界
記録）
などの記録を保持。
問 スポーツ振興課☎7157－2225

◆

◆

◆

◆

Martin's Nagareyama World
マーティンの流山世界#5
◆

◆

◆

◆

◆

俳句教室

お抹茶を楽しむ会

岩 田 さ ん の 出 場 日程

◆

一茶双樹記念館のイベント
江戸時代の代表的な俳諧師・小林一茶と、
流山の醸造家・五代目秋元三左衛門
（俳
号：双樹）が親交を深めたゆかりの地・一茶双樹記念館で開催する俳句教室の受講生
を募集します。初めての方も経験者の方も、
ゆったりと楽しみながら俳句を学んで
みませんか。詳細はお問い合わせください。
日 9月8日㈬13時30分～15時30分
講 流山俳句協会会長・北川昭久さん 定 8人
（先着順） 費 1,000円

流山市在住の陸上選手・岩田悠希さん（２２歳、
one’s Para Athlete Club所 属）が、陸 上 男 子
１５００メートル T20クラスの日本代表として、8月
24日に開幕する東京２０２０パラリンピック競技大
会に出場します。
岩田さんは、今年５月に特定非営利活動法人日
本知的障がい者陸上競技連盟から、同競技大会推
薦内定選手として、日本パラリンピック委員会へ推
薦され、７月２日に陸上男子１５００メートルの代表に
決定しました。
７月１９日に行われた流山市長への表敬訪問で
は、自己ベストより5秒以上速い「３分４９秒を目標
に頑張ります」と語りました。 世界へ挑む岩田さん
へ、皆さんの熱い声援を!

陸上男子 1500メートル T20決勝

災害、火災、防犯情報のほか新型コロナウイ
ルス感染症関連情報を配信しています。
※通信費利用者負担

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

123456789

◆

流山市安心メールに登録を

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

◆

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。今回の記事では、3月にオランダ王国大使館で
行われた流山の切り絵の寄贈式についてご紹介します。
100年以上前、流山の北部を通る利根運河は、オランダ人
技師のムルデルの設計 ･監督により開削されました。そして
今年、東京 2020オリンピック･パラリンピック競技大会で
は、流山でオランダ代表が事前キャンプを行いました。この
ように、流山とオランダは歴史的にも関わりがあり、現在も
関係は続いています。
2018年、市民有志により、切り絵を活用して流山の魅力
を世界に発信することを目的とした「流山・切り絵プロジェク
ト」
が発足し、流山で活動している切り絵作家・飯田信義さん
の作品を在日外国公館などへ寄贈することが計画されまし
た。
その計画の中で、流山とオ
ランダの絆をさらに深めるた
め、オランダ王国大使館に飯
田さんの切り絵を寄贈するこ
とになり、2021年３月29日に
寄贈式が行われました。寄贈
された作品は、満開の桜がき
れいに咲いている利根運河と
ムルデルの碑が描かれた切り
絵です。この記念すべき寄贈
式に、私は通訳として同席し
ました。
私は、オランダ語は話せませんが、調べたところ、オランダ
人の 9割は英語が話せるとのことで、駐日オランダ王国大使
のペーター･ファン･デル ･フリートさんは英語であいさつし
ました。そして、切り絵作品を寄贈した際、飯田さんは
「カッ
ターの刃を100枚以上使い、3カ月をかけて仕上げました」
と
説明し、大使は
「こんなきれいな絵は見たことがない。新型
コロナウイルス感染症が収束したら、ぜひ流山を訪れたい」

流山邦楽三曲会の南海佳子さんが季節感あふれる演奏を行います。一茶双樹記念館の
枯山水の風情を味わいながら、
みやびな琴の音色に浸りませんか。
日 9月18日㈯16時～17時
定 20人
（先着順）
費 500円
（お茶とお菓子付き）
【共通事項】
所 一茶双樹記念館
申 電話、
ファクスまたはメール
問 一茶双樹記念館☎・FAX 7150－5750
issasouju-memorial@nagareyama-td.com

と感動されていました。私は両者に互いの思いや気持ちが
伝わるように通訳しました。天気も大変よく、オランダ国花
のチューリップがカラフルできれいに咲くなかで行われた寄
贈式は、
とてもすてきで貴重な体験でした!

飯田さんの切り絵を
通じて、流山とオラン
ダの交流をさらに深め
ることができたと思い
ます。これからも流山
とオランダの交流が続
くことを願っています!

Hey everyone! It’
s Martin from Nagareyama’
s
Tourism Promotion Section! Today, I want to tell you
about a ceremony that took place in March, when
Nagareyama City donated a traditional Japanese
artwork to the Embassy of the Netherlands.
Nagareyama City has a friendship with the
Netherlands that began over a century ago,
when the Tone Canal that runs through the
northern part of Nagareyama City was built by a
Dutch engineer named Mulder. This friendship
remains strong in the present day; this year,
Nagareyama served as a pre-games training
camp for Dutch athletes competing in the
Tokyo 2020 Olympics and Paralympics.
In 2018, a group of citizens began the
Nagareyama Kirie Project, aiming to spread
knowledge of Japan and Nagareyama’
s culture
through kirie artworks (artworks that are
created using a traditional Japanese papercutting technique). This project has been
planning the donations of kirie artworks created
by Mr. Nobuyoshi Iida, a renowned kirie artist
from Nagareyama, to the embassies of various
countries in Japan.
To deepen the bond between Nagareyama

古紙100％再生紙、植物油インキ使用

and the Netherlands, one of Mr. Iida’
s kirie
artworks was donated to the Embassy of the
Kingdom of the Netherlands to Japan, with the
donation ceremony taking place on the 29th of
March, 2021. The donated artwork depicts the
Tone Canal in spring, with the cherry blossom
flowers in full bloom, and the monument to
Mulder, the canal’
s creator.
It was my great honour to serve as interpreter
for this auspicious event. I don’
t speak Dutch,
but it turns out that 90% of Dutch people speak
English! His Excellency Peter van der Vliet,
Ambassador of the Kingdom of the Netherlands
to Japan, delivered his opening speech in
English. When the kirie artwork was presented,
Mr. Iida explained that he spent over 100 blades
and three months to create it; the Ambassador
responded by saying that he had never seen
such a beautiful artwork, and that he would like
to visit Nagareyama after the coronavirus
pandemic has subsided. I translated their
conversations so that both sides could express
their thoughts and feelings to one another. The
ceremony was wonderful, taking place in sunny
weather in a garden full of blooming tulips – the
national flower of the
Netherlands – and it
was a very valuable
experience for me!
I think the event
successfully deepened
the bond between
Nagareyama and the
Netherlands, and I hope
that more such
exchanges continue to
take place in the future!

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。

