
今号に掲載の令和4年度事業については、市議会第1回定例会の議決を経て実施されます。

　やわらかな感触や調湿機能に優　やわらかな感触や調湿機能に優
れた木材に囲まれ、木の香りを感れた木材に囲まれ、木の香りを感
じながら学べる教室じながら学べる教室

　アーチ形のはりや柱に囲まれ、階　アーチ形のはりや柱に囲まれ、階
段を利用してさまざまな活動や交段を利用してさまざまな活動や交
流ができる多目的ホール流ができる多目的ホール

　屋根を支えるはりに国産木材を　屋根を支えるはりに国産木材を
活用した、木質大空間の体育館活用した、木質大空間の体育館

　スラックス／スカート、ネクタイ／　スラックス／スカート、ネクタイ／
リボンを自由に組み合わせられる、リボンを自由に組み合わせられる、
自由選択制の制服自由選択制の制服
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ID　一般公募で選ばれたお
おぐろの森中学校の校章
は、大畔地区にある菅原道
真公ゆかりの神社に植生
する「ケヤキ」の大木や、そ

の木から飛び立つ「フクロウ」、そして地名を
ひらがなで表した「おおぐろ」をモチーフに
しています。ケヤキはシンボルツリーとし
て、中庭に植樹されます。

　おおぐろの森中学校校舎の一般見学会を行
います。施設内はマスクを着用し、順路に従っ
て見学してください。また、駐車場はありませ
んので、公共交通機関をご利用ください。
日３月２６日㈯１３時３０分～１６時（最終受け付け
は１５時３０分）
所おおぐろの森中学校正門で受け付け

費市内在住の方：無料、そのほかの方：500円
持上履き、外履きを入れる袋、マスク
申不要※当日、受付で参加者記入票に必要事
項を記入。事前に、市ホームページから参加
者記入票を印刷し、必要事項を明記の上、ご持
参いただくことで円滑にご入場できます。
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問学校施設課☎７１５７－２７５５　 1033416

施設見学会を開催3月26日（土）

No.1277

●流山市のホームページアドレス　http://www.city.nagareyama.chiba.jp/
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放射能関連情報…………………………2面
11月9日から全国火災予防運動………3面
ふるさとづくり功労賞表彰……………3面
市民活動団体公益事業…………………4面
秋のゴミゼロ運動開催…………………4面
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小児（5歳～11歳）対象の集団接種会場を開設 �  2面
固定資産税に関する台帳・帳簿の閲覧と縦覧 �  3面
子育てナビ �  4面
新選組の足跡をたどる! �  8面

NECグリーンロケッツ東葛
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常陽銀行での納付書の
取り扱いを終了

4月1日以降は手数料が必要に

おおたかの森
市民窓口センターを臨時開庁

3月27日㈰と4月3日㈰
　3月～4月は転入･転出などの手続きで窓口が大変混み合うため、おおたかの森市民窓
口センターを臨時開庁します。ただし、海外からの転入手続きや、マイナンバーカードま
たは住民基本台帳カードを使用した特例転入手続き、パスポートの申請・交付手続きは当
日取り扱いができませんのでご了承ください。
　なお、マイナンバーカードをお持ちの方は、市役所や出張所に来庁しなくてもコンビニ
エンスストアなどで各種証明書を受け取ることができます。ぜひご活用ください。
日3月27日㈰、4月3日㈰いずれも8時30分～17時

【本人確認書類の提示にご協力を】
　転入･転出などの手続きおよび各種証明書の交付申請の際には、本人確認ができる書
類の提示が必要となりますので、ご協力をお願いします。
問臨時開庁について…おおたかの森市民窓口センター☎7154－0333
手続きについて…市民課☎7150－6075

1004036

　株式会社常陽銀行窓口での市税や上下水道料金、その他公金の納付書の取り扱いは
3月31日をもって終了します。
　お手元の納付書の裏面などに指定の納付場所として記載されている場合でも、4月1
日以降に常陽銀行で市税などの公金を納付する場合は、同行が定める手数料を別途ご負
担いただくこととなりますのでご注意ください。
　なお、口座振替による納付は取り扱いを継続するため、口座変更の手続きは必要ありま
せん。
問財政調整課☎7150－6071

1032826

戸籍証明書の
コンビニ交付サービスを停止

システムメンテナンスのため
　３月2４日は、システムメンテナンスのため、戸籍に関する証明書(附票を含む)のコンビ
ニ交付サービスとコンビニエンスストアでの本籍地利用登録申請を停止します。ご理解・
ご協力をお願いします。
問市民課☎7150－6075

1023711

労働力調査にご協力を
江戸川台東2丁目の一部が調査対象

　総務省と千葉県が、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されて
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＝江戸川台東2丁目の一部
▷調査期間＝4月～8月
問千葉県統計課☎043－223－2220

1008440

新型コロナワクチン接種
小児（5歳～11歳）対象の

集団接種会場を開設
　小児（5歳～11歳）を対象に集団接種会場（1･2回目）を別表のとおり開設します。また、
一部の時間帯で2回目接種専用の予約枠を設定します。詳細は市ホームページをご覧く
ださい。

集団接種会場の開設期間を延長
　3回目接種のために開設している集団接種会場の開設期間が、保健センターでは4月
20日まで、クリーンセンターでは4月30日まで延長となります。
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 0120－586012
小児の集団接種会場について… 1033414

集団接種会場の開設期間の延長について… 1032787

接種会場 住所 接種日 予約開始日時
上下水道局 おおたかの森西1－19 4月2日･9日･16日の土曜 3月23日8時30分
東部公民館 名都借756－4 4月30日㈯、5月21日㈯

3月29日8時30分
保健センター 西初石4－1433－1

4月23日、5月7日･14日の土曜
6月4日㈯･11日㈯ 4月19日8時30分

庁舎のレイアウトが変わります
電話番号に変更はありません

　3月28日から、次のとおり庁舎のレイアウトが変わります。直通の電話番号などに変更
はありません。
保育課

　第2庁舎2階北側から通路を挟んで反対側に場所が変わります。
都市計画課
　第2庁舎2階から第1庁舎3階に場所が変わります。
問情報政策･改革改善課☎7150－6078

コミュニティ助成事業を活用
コミュニティ・ホームを
宝くじの助成金で整備

　一般財団法人自治総合センターでは、宝くじの
社会貢献広報事業として、地域社会の健全な発展
などに寄与するために、コミュニティ活動に必要な
備品や集会施設の整備などに対して助成を行う「コ
ミュニティ助成事業」を実施しています。
　八木南第３コミュニティ･ホームでは、令和３年度
の当助成事業を活用して、玄関およびトイレのバリ
アフリー化工事（＝写真）を実施しました。
問コミュニティ課☎7150－6076

市税や上下水道料金などをクレジットカードで
お支払いしている方へ

クレジットカード納付の方法が
変更となります

　Yahoo!公金支払いでのクレジットカード納付の取り扱いが変更となります。「市税、保
険料および保育料」と「上下水道局」で取り扱いが異なりますのでご注意ください。なお、
口座振替などクレジットカード以外の方法で納付を希望される方は、市ホームページをご
覧いただくかお問い合わせください。

市税、保険料および保育料
　3月30日をもって、Yahoo!公金支払いでのクレジットカード納付が終了し、4月1
日から新たな事業者によるクレジットカード納付を導入します。4月1日以降のクレ
ジットカード納付に関する詳細は、広報ながれやま4月1日号や市ホームページをご
覧ください。なお、3月31日はクレジットカードでの納付ができませんのでご注意く
ださい。
問税制課☎7150－6072

1000530

上下水道料金
　3月30日をもって、Yahoo!公金支払いでのクレジットカード納付における「都度払
い」（1回分ごとに手続きをしてお支払いいただく方法）の取り扱いが終了します。な
お、「継続払い」（一度の事前登録で継続的にお支払いいただく方法）は引き続き
Yahoo!公金支払いでご利用いただけます。
問上下水道局お客様センター☎7159－5311

1001997

新型コロナワクチン３回目接種状況

※前回（3月5日）比。なお、1･2回目の接種状況は市ホームページ( 1032785）をご覧ください。

（3月15日現在）

18歳～64歳（118,683人） 65歳以上（46,792人） 全体（165,475人）
20,555人／17.3％

（＋9,490人／＋8.0ポイント※）
35,844人／76.6％

（＋6,374人／＋13.6ポイント※）
56,399人／34.1％

（＋15,864人／＋9.6ポイント※）
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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

固定資産税に関する
台帳・帳簿の閲覧と縦覧

課税状況や評価額などをご覧になれます
　「固定資産課税台帳」の閲覧は、自己所有の固定資産（土地･家屋）の課税内容を確認する上
で大変重要なものです。特に、昨年中に土地や家屋の所有権移転（売買、相続、贈与など）や
土地の分筆･合筆、地目変更、家屋の新･増築、取り壊しなどをしている場合は、この機会に所
有物件の課税状況を確認してみてはいかがでしょうか。
   「土地価格等縦覧帳簿（所在、地番、地目、地積、評価額を記載）」および「家屋価格等縦覧帳簿

（所在、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額を記載）」の縦覧は、固定資産税を納めている方
が、自らの土地･家屋とほかの土地･家屋の価格を比較し、その適正さを確認していただくた
めの制度です。

【課税明細書を送付】
　市では、税の信頼保持と課税誤りの防止のため、固定資産税の納税通知書（４月１日発送予
定）に、固定資産課税台帳と同じ内容の課税明細書を同封していますので、ご確認ください。

問資産税課☎7150－6074　 1000501

固定資産課税台帳の閲覧 土地･家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
期間 4月1日㈮～令和5年3月31日㈮ 4月1日㈮～5月2日㈪
時間 8時30分～17時15分（平日のみ）
場所 市役所資産税課

確
認
で
き
る
方

①納税義務者
②納税義務者から委任を受けた方
③同居の親族
④賦課期日後に固定資産を取得した方
⑤納税管理人
⑥相続人代表者
⑦借地･借家人

①納税者
②納税者から委任を受けた方
③納税管理人
④相続人代表者

手
数
料

300円
※4月1日～5月2日は無料
（借地･借家人を除く）

無料

※閲覧･縦覧の際は、身分証明書や納税通知書（代理人の場合は委任状、賦課期日後に固定資産を取得した方は
登記簿謄本、借地･借家人の場合は賃貸借契約書の原本が必要）などを持参してください。

　5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。
講ネイティブ講師（●講座は日本人講師）
▷募集人数＝各5人程度（多数抽選）
費4,500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）、
▲サロンは各750円）※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（▲サロンは体験不可）
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、4月13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

問流山市国際理解サポートセンター☎7128－6007（月･水･金曜10時～16時）
nifa-support@bz04.plala.or.jp　 1008962

講座名 開催日 時間 場所

韓国語初級 第2･4水曜 10時～11時30分 生涯学習センター
（流山エルズ）

中国語入門
第1･3木曜

13時30分～15時

江戸川台駅前庁舎３階
中国語初級 15時10分～16時40分

◎スペイン語初級
第1･3金曜

14時45分～16時15分

◎スペイン語中級 13時～14時30分

◎英会話入門A 第2･4金曜
10時30分～12時

生涯学習センター
（流山エルズ）

◎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時55分～13時25分

生涯学習センター
（流山エルズ）◎英会話初級B 13時30分～15時

◎英会話初級C 第2･4火曜 10時30分～12時

英会話初級D 第2･4水曜 9時30分～11時

江戸川台駅前庁舎３階

英会話中級A 第1･3火曜 11時～12時30分

英会話中級B 第2･4火曜 11時～12時30分

英会話上級A 第2･4水曜 11時10分～12時40分

英会話上級B 第1･3金曜 10時～11時30分

●◆中級総合英語(英文法含む)

毎週木曜

13時30分～15時30分

生涯学習センター
（流山エルズ）▲サロン英会話中級 13時30分～15時

▲サロン英会話初級 15時10分～16時40分

赤十字活動資金へのご協力
ありがとうございました

　日本赤十字社千葉県支部流山市地区では、632万1,071円（2月28日時点）の資金を
お預かりし、千葉県支部に送金しました。資金は国内外の災害救護活動、血液事業、地
域医療事業などの赤十字諸活動において有効に活用します。また、今年度は16自治会
より10万円を超える高額の募金をいただき、誠にありがとうございました。今後とも格
段のご支援・ご協力をお願いします。
ウクライナ人道危機救援金を受け付け

　3月2日から日本赤十字社による「ウクライナ人道危機救援金」が始まりました。市で
は、この事業に賛同し市役所受付に同救援金の募金箱を設置しています。また、領収書
が必要な方向けに市役所社会福祉課でも受け付けしています。
▷受付期間＝受け付け中～5月31日
問社会福祉課☎7150－6079　 1001064

NPO法人流山市国際交流協会
（NIFA）の外国語講座

 5月からの受講生を募集
A
B
C

アプリ「マチイロ」で
スマートフォンなどへお届け

　「広報ながれやま」をスマートフォ
ンやタブレット端末向け無料アプリ

「マチイロ」で配信しており、発行日
に端末へ広報ながれやまが届きま
す（プッシュ通知）。

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

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

スマートフォン タブレット端末 スマートフォンパソコン タブレット端末

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

PDF版
「広報ながれやま」

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

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

0000000

ID検索を活用しよう！

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

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

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

（注）通信料は利用者負担

登録方法（スマートフォン・携帯電話の場合）

①ID検索のタブを選択

②7桁のIDを入力して検索

スマートフォン 携帯電話 パソコン

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

メルマガ版
「広報ながれやま」

広報紙をあなたの端末にお届け！
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　「結ながれやま～私らしくあなたらしく～」は、市民編集員が男女共同参画
について学びつつ、編集会議を重ね、あらゆる角度から取材をして作られた
情報紙です。２０号目となる今号は、地域の中で目標に向かって自分らしく活
躍する市民の方などの情報を掲載しています。
　「結ながれやま」は、市役所、各図書館・公民館などの市内公共施設で3月下
旬以降にご覧になれます。また、編集員も随時募集しています。
問企画政策課☎７１５０－６０６４　 1003426

結
ゆ い

ながれやま 〜私らしくあなたらしく〜
男女共同参画社会をめざす情報紙を3月下旬に発行

　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4月17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3月24日10時から電話
問森の図書館☎7152－3200　 1033462

あかちゃんごろーんあーと撮影会
お子さんの写真をかわいいアートに

　令和5年度小学校に入学するお子さんの就学相談を行っています。小学
校入学に向けてお子さんのことばや知的、情緒などの発達に関する相談をお
考えの方を対象に、各学校の説明や入学までの手続きの流れなどを説明しま
す。詳細は、市ホームページをご覧ください。
日5月13日㈮10時～11時30分　所生涯学習センター（流山エルズ）
対市内在住の4月から年長（5歳児）になるお子さんの保護者
申教育研究企画室に電話
問教育研究企画室☎7150－8388　 1034368

お子さんの発達に関する相談をお考えの方へ
令和5年度小学校就学説明会を開催

　「子どもにどんな絵本を読み聞かせしたらいいのだろう?」とお悩みのお父
さん･お母さんやプレパパ･プレママのために、絵本を中心に子どもの年齢に
合わせたおすすめの本などを紹介します。
日4月24日㈰10時～11時30分　所森の図書館
対大人※お子さんの同伴可　定20組（先着順）
費300円（資料代）　申3月24日10時から電話
問森の図書館☎7152－3200

1033460

絵本で子育て、
コミュニケーションのヒント

おすすめの本も紹介

住み替え相談会を開催
中古住宅の売買･賃貸借のお悩みを

専門家がサポート
　住み替えに関する不安を、市に登録している住み替え支援組織が不動産、設計、工事
の専門知識でサポートします。ひとりで悩まず、ぜひこの機会にご相談ください。新型
コロナウイルス感染症拡大防止のため、当日はオンライン会議アプリ「Zoom」を利用し
て相談会を行います。ご自宅からでも参加できます。
日4月15日㈮14時～14時30分、14時45分～15時15分、15時30分～16時　所流
山市役所※Zoom開催のため、自宅から参加も可　定各2組（先着順）※各組2人以内
費無料　持マスク　申3月22日9時から市役所建築住宅課へ電話
問建築住宅課☎7150－6088　 1001928

「健康を支える栄養学」に基づく
講習会と調理実習

講習会
　食生活を改善して病気の予防や健康回復に役立つ講習会です。各テーマに関連し
たDVDの鑑賞も行います。

調理実習
　病気の予防や健康回復のための栄養学に基づいた調理実習です。

市営住宅の入居者を募集
申し込みは3月22日から4月5日まで

　3月22日から、別表の市営住宅の入居希望者を募集します。入居の選考は、住宅の
困窮度に応じて市が行い、順位が定めがたいときは公開抽選で決定します。詳細はお
問い合わせください。
対次の全てに当てはまる方①市内に1年以上住民登録があるか勤めている②同居する
親族がいる（注1）③月の世帯総所得額が15万8千円以下（注2）④住宅に困っている
注1：「単身可能」住宅は、60歳以上の方、4級以上の障害者手帳をお持ちの方が、単身で入居可
注2：高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯などは、月の世帯総所得が21万4千円以下
申市役所建築住宅課および各出張所で配布の市営住宅申込書一式に必要事項を明記
の上、3月22日～4月5日（消印有効）に〠270－0192流山市役所建築住宅課へ郵送
または持参

【募集市営住宅一覧（入居はいずれも令和4年6月予定）】
名称 所在地 間取り 入居人数 家賃 募集戸数 階数 前回倍率

若宮団地 加3－9－1

3DK

2人以上

2万4,700円～

3戸

2･4階 無抽選

柳田団地 流山
9－500－3 2万3,900円～ 2･3･5階 1.6倍

大橋団地 東深井
698－1 2万1,400円～ 5戸 1･2･4階

無抽選
西初石団地
(障害者専用)

西初石
3－1455－1

2DK
（車椅子タイプ） 2万8,300円～

1戸

1階

西初石団地
2DK 3階 5.0倍

1DK 単身可能 2万400円～ 1階 14.0倍
※家賃は、収入に応じて決定します。共益費は、収入にかかわらず定額です。また、物件を確認される際は、お
住まいの方に十分な配慮をお願いします。　
問建築住宅課（市営住宅専用）☎7168－1101

期日※時間はいずれも10時～12時 テーマ 場所

4月21日㈭ 健康を育てる「正しい食生活」、睡眠の大切さ、
身体の入れ替わり

初石公民館
5月19日㈭ いつ、何を、どのように食べるか、たんぱく質のとり方

7月21日㈭ 栄養素の役割と個性

文化会館9月15日㈭ 食事分析の記入注意･計算の仕方

10月20日㈭ 健康に良い油脂とは

場所 期日※時間はいずれも10時～13時

初石公民館 4月1日㈮・26日㈫、5月6日㈮・24日㈫、6月3日㈮・28日㈫、
7月1日㈮・26日㈫、8月5日㈮・23日㈫、9月2日㈮・27日㈫

北部公民館 4月12日、5月10日、6月14日、7月12日、9月13日の火曜

南流山センター 4月15日、5月20日、6月17日、7月15日、9月16日の金曜

費無料

費各800円（材料代）
持エプロン、三角巾、ふきん、デジタルばかり、筆記用具

【共通事項】
対流山市の国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している方
申NPO法人健康を育てる会･流山（佐藤☎080－5643－2779）に電話
問保険年金課☎7150－6077
講習会について… 1034386 ／調理実習について… 1034382

愛護動物への虐待防止
虐待・遺棄は犯罪です

　愛護動物を虐待したり捨てたりした場合、最大で１年の懲役または１００万円の罰金が科
せられ、殺傷した場合は、最大で５年の懲役または５００万円の罰金が科せられます。虐待・
遺棄を見かけたら最寄りの保健所、動物愛護センターまたは警察にご相談ください。
問松戸保健所（松戸健康福祉センター）☎047－361－2139
動物愛護センター東葛飾支所☎7191－0050
流山警察署☎７１５９－０１１０
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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

国民健康保険への
加入・喪失の手続きをお忘れなく

転居などから14日以内に手続きを

後期高齢者医療制度の
年間保険料限度額
4月から改定されます

国民年金保険料の
未納期間がある方へ
2年1カ月分さかのぼって

免除･納付猶予の申請ができます 　国民健康保険に加入するときや、やめるときには届け出が必要です。次のようなと
きは、事由が発生してから14日以内に手続きしてください。
　なお、手続きの際には別表の届け出に必要なものと併せて、運転免許証などの本人
確認書類とマイナンバー（個人番号）が確認できるものをお持ちください。

　75歳以上の方（65歳以上の障害認定の方を含む）が加入される後期高齢者医療制
度の保険料率の改定は、高齢者の医療の確保に関する法律により、保険料均等割額お
よび所得割率などを2年に1度見直しするものです。
　令和4年度の保険料額については7月に決定しますので、7月下旬に送付する保険料
額決定通知書でご確認ください。なお、均等割額と所得割率の料率はいずれも令和
4･5年度は据え置きとなり、前年度と変更はありません。一方、年間保険料の限度額は
64万円から66万円に変更となります（別表参照）。詳細は、千葉県後期高齢者医療広
域連合が3月22日に県内全被保険者世帯に一斉に発送する「ちば広域連合だより」を
ご覧ください。

　国民年金は、所得が少ないときや失業などで保険料を納めることが経済的に困難な
場合、保険料の免除・納付猶予（学生の場合は学生納付特例）を申請することができま
す。申請年度の前年所得が一定基準以下であれば免除・納付猶予が承認されます。
　申請は、2年1カ月分さかのぼってすることができます。例えば、令和4年4月に免除
申請した場合、免除が受けられる期間は、令和2年3月からとなります。
　手続きは、市役所保険年金課（郵送での申請も可）、各出張所（必要書類がそろってい
る場合のみ受け付け）または松戸年金事務所（郵送での申請も可）で行ってください。
申請が遅れると障害年金などを受け取れない場合があります。
▷申請に必要なもの＝年金手帳、運転免許証など本人確認ができるもの、必要書類 

（①失業などの場合：雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票、雇用保険被保
険者資格喪失確認通知書など（コピー可）②学生の場合：有効期限が分かる学生証また
は在学期間が分かる証明書）※新型コロナウイルス感染症の影響による臨時特例申請
については、事前にお問い合わせください。
問保険年金課☎7150－6110／松戸年金事務所☎047－345－5517
免除･納付猶予制度について… 1000624

学生納付特例制度について… 1000625

問保険年金課☎7150－6077

問保険年金課☎7199－3306　 1000602

区分 こんなとき 届け出に必要なもの

国保に加入する
1000557

ほかの市区町村から転入してきたとき 転入届が資格取得届を兼ねます。

職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険の喪失証明書

子どもが生まれたとき 出生届が資格取得届を兼ねます。

生活保護を受けなくなったとき 生活保護廃止決定通知書

国保をやめる
1000558

ほかの市区町村に転出したとき 流山市国民健康保険被保険者証
※転出届が資格喪失届を兼ねます。

職場の健康保険に加入したとき 職場の健康保険証、
流山市国民健康保険被保険者証

健康保険加入者の
被扶養者に認定されたとき

被扶養者に認定された健康保険証、
流山市国民健康保険被保険者証

国保の被保険者が死亡したとき

流山市国民健康保険被保険者証
※葬祭費の申請には次のものが必要：
会葬礼状または領収書、喪主の印鑑、
振込先が分かるもの

生活保護を受けることになったとき 生活保護開始決定通知書、
流山市国民健康保険被保険者証

現行 改定後

年間保険料限度額 64万円 66万円（2万円増）

　国民健康保険または後期高齢者医療制度の令和4年度分「あんま、マッサージ、指圧、
はり、きゅう施設利用券」と「人間ドックおよび脳ドック助成」の申請を3月22日から受け付
けます。指定施設およびの検査医療機関など詳細は、市ホームページをご覧になるかお
問い合わせください。

あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう施設利用の助成
対60歳以上で国民健康保険に加入している方または後期高齢者医療制度に加入してい
る方
▷助成額＝利用券1枚500円※24枚まで。保険適用の治療は対象外

人間ドック･脳ドックの助成
対申請日現在で次の全てを満たす方
①国民健康保険に１年以上継続して加入している方または後期高齢者医療制度に加入し

ている方
②市で実施する特定健康診査または健康診査を令和4年度に受診する予定のない方
③人間ドックは満35歳以上、脳ドックおよび脳検査は満40歳以上の方
▷助成額＝人間ドック･脳ドック：各2万3,000円
人間ドック＋脳検査：2万8,000円
※検査費用、オプションなどは検査医療機関で異なります。受診する検査医療機関を決
めてから申請してください。
申電子申請または被保険者証と身分証明書をお持ちの上、市役所保険年金課または各出
張所へ。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、〠270－
0192流山市役所保険年金課へ郵送も可

•各保険料の滞納がある方は助成が受けられません。
•ペースメーカーを装着している方、手術などで体内に金属があ
る方、入れ墨やアートメイクをしている方、妊娠している方、義歯･
インプラントを入れている方、閉所恐怖症の方などは、頭部
MRI･頭部MRAを受診できない場合があります。
•脳ドックおよび脳検査の助成は3年度ごとに1回。同一年度に
人間ドック･脳ドックの併用はできません。

•市で実施するがん検診（胃がん･肺がん･大腸がん）と、検査 
項目が重複します。がん検診を受診予定の方は保健センター 

（☎7154－0331）へお問い合わせください。
•検査医療機関の受け入れ件数には限りがあります。
•新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から検査項目を一
部行っていない場合があります。医療機関へご確認ください。

申請・検査の
注意事項

年金からの
保険料納入が始まる方へ
介護保険料･後期高齢者医療保険料の

通知書を送付
　現在、納付書や口座振替などで介護保険料または後期高齢者医療保険料を納入して
いただいている方のうち、4月の年金から保険料納入（特別徴収）が始まる方（別表参照）
へ、それぞれ通知書を3月下旬に発送します。通知書には、保険料額が記載されていま
すのでご確認ください。
　なお、すでに特別徴収で納入していただいている方の令和4年度保険料額は、6月中旬

（介護保険料）または7月下旬（後期高齢者医療保険料）にお知らせします。

区分（問い合わせ先） 対象となる方（※）

介護保険（介護支援課）
☎7150－6531FAX 7159－5055

令和3年4月3日～10月2日に
65歳になった方、または同期間内に
転入した65歳以上の方など

後期高齢者医療保険（保険年金課）
☎7199－3306 FAX 7150－3309

令和3年4月3日～10月2日に
75歳になった方、または同期間内に
転入した75歳以上の方など

※年金（老齢･退職･障害･遺族）を年額18万円以上受給されている方が対象

あんま利用および人間ドック・脳ドックの助成 
問保険年金課☎7150−6077（国民健康保険）／☎7199−3306（後期高齢者医療）　 1017587

3月22日から受け付け開始
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▶日時＝3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）
▶テーマ＝「ちょっとひと息1／f ゆらぎ」
　～安らぎをもとめて～
▶曲目＝オンブラ･マイ･フ／ヘンデル、エ

チュードＯｐ２５-１ エオリアンハープ／ショ
パン、シチリアーノ／フォーレ、アヴェ･マリ
ア／マスカーニ、「ジャンニ･スキッキ」よ
り 私のお父さん／プッチーニ　ほか

▶出演＝石川知子（ソプラノ）、内藤雅子
（フルート）、新名早希（ピアノ）

▶費用＝無料
 問流山市音楽家協会･橘☎7158－4543

1001708

第398回サロンコンサート

持 動きやすい服装、ヨガマット、タオル、
飲み物、マスク
申3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☎7155－3638
FAX 7153－3437

1033315

展示
★利根運河通水130周年記念展　
Ｗｅ Ｌｏｖｅ 利根運河

　流山市立博物館友の会と博物館などが
共催で利根運河の自然・動植物・文化財・研
究・運河のあれこれについて、これまでの
調査や研究成果の展示を行います。利根
運河の過去･今･そして未来をみなさんと
一緒に語ってみませんか。
日開催中～5月8日㈰（月曜休館※祝日の
場合は翌日。3月31日休館）
所博物館
問博物館☎7159－3434

1034325

求人
★会計年度任用職員（介護認定調査員）

　要介護認定を行うための訪問調査（1日
2件程度）を実施する介護認定調査員を募
集します。応募資格や申し込み方法など
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。
▷勤務日時＝平日9時～17時
▷時間給＝1,439円（交通費別途）
問介護支援課☎7150－6531

1015598

国税専門官の募集

日第1次試験：6月5日㈰、第2次試験：7月
4日㈪～15日㈮の指定日時
申4月4日までに人事院ホームページか
ら※詳細はお問い合わせください。
問 松戸税務署総務課☎047－363－
1171

その他
★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 4月1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3月22日9時から電話
問野々下福祉会館☎7145－9500

1033342

遺言・相続の無料法律相談会

　千葉県弁護士会が電話による無料相談
会を開催します。遺言や相続についてお
悩みがありましたら、お気軽にご相談くだ
さい。
日 4月15日㈮13時～16時
対市内在住の方
定 20人（先着順）
費無料
申 4月5日10時から千葉県弁護士会松戸
支部に電話
問同支部☎047－366－6611

お詫びと訂正

　広報ながれやま令和４年3月１１日号３
面に掲載した、「生ごみ処理容器などを
使って、ごみを減量しませんか」の補助内
容に誤りがありました。正しくは、コンポ
スト容器およびEM菌等使用容器が「1年
間で、1器まで」、電気式生ごみ処理機器が

「3年間で、1器まで」です。お詫びして訂
正します。
問クリーンセンター☎7157－7411

選挙人名簿登録者数の公表
　公職選挙法に基づく3月1日現在
の選挙人名簿の登録者数は163,839
人(前回比949人増)です。男女別で
は、男80,185人、女83,654人となっ
ています。
　この選挙人名簿の登録は、正確な
有権者数を把握するため、年4回
行っているものです。
問選挙管理委員会事務局
☎7150－6100

1033593

杜のアトリエ黎明・
一茶双樹記念館のイベント

①流山新選組まつり記念展～新選組の真実と流山事件の経緯～
　慶応4年（1868年）4月1日、新選組は流山に向けて転陣し、3日に新政府軍から急
襲されました。出頭した近藤勇は捕らえられ、流山は近藤勇と盟友･土方歳三との
永遠の離別の地となりました。
　恒例の「流山新選組まつり」の一環として、杜のアトリエ黎明で記念展「新選組の真
実と流山事件の経緯」を開催します。また、開催期間中には講演会も行います。
日記念展：4月8日㈮～19日㈫9時～17時（19日は15時まで）、講演会：4月9日㈯・
17日㈰13時～15時
定講演会：各9人（先着順）
費記念展：無料、講演会：各1,000円
申講演会：新選組流山隊（☎090－3041－7051）に電話
②お抹茶を楽しむ会　一茶双樹記念館の和の空間で
　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、申込
時に参加希望の時間を申し出てください。
日 4月10日㈰10時～15時
定 20人（先着順）
費 510円（お茶とお菓子付き）
申電話
③水彩画教室･スマホカメラ講座受講生合同作品展
　全6回講座で腕を磨いた受講生の皆さんの作品を展示します。
日 4月20日㈬～24日㈰9時～17時（24日は16時まで）
費無料
④邦楽コンサート　春のコンサート
　春の庭園を背景に、流山市邦楽三曲会の協力による邦楽コンサートを開催します。
箏
こ と

･十七絃･尺八の邦楽演奏をお楽しみください。 
日 4月23日㈯14時～15時　
▷出演＝南海佳子(箏)、水野由果梨(箏･十七絃)、吉岡龍之介(尺八)
▷曲目＝二つの田園詩(長澤勝俊作曲)、さくら(藤井凡大作曲)、グリーンベルト(水
野由果梨作曲)、鹿の遠音(古典尺八本曲)、招春譜(笹本武志作曲)
定 20人（先着順）
費 500円（お茶とお菓子付き）
申電話

【共通事項】
所①③杜のアトリエ黎明②④一茶双樹記念館
問一茶双樹記念館☎7150－5750

イベント参加の際は
事前に確認を

NECグリーンロケッツ東葛ホストタウンDay
4月17日の試合に無料招待

　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

　市とNECグリーンロケッツ東葛は、地域振興･地域
貢献の相互連携に関する協定を結んでいます。その取
り組みの１つとして実施されるホストタウンDayに市内
在住の小･中学生とその保護者を無料で招待します。
▷試合日程＝4月17日㈰14時30分から（クボタスピ
アーズ船橋･東京ベイ戦）
所柏の葉公園総合競技場
対市内在住･在学の小･中学生とその保護者
定 150組300人（多数抽選）※１組で保護者2人まで。最大で小･中学
生5人＋保護者2人の計7人まで応募可能
申 3月21日10時～4月8日13時にNECグリーンロケッツ東葛専用応
募フォーム（＝二次元コード）から（結果は4月8日にメール） 
問スポーツ振興課☎7157－2225

【チケットの購入方法】 ※窓口販売以外は別途発券手数料などがかかります。
①窓口：スターツおおたかの森ホール
②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
③電話 :カンフェティ（ 0120－240－540※平日10時～18時）

　世界を笑わせるパントマイムアーティスト･が～まる
ちょばのスーパースペシャル･ダイナマイト･エンターテイ
ンメントをお楽しみください。
日6月5日㈰15時から（14時30分開場）
所スターツおおたかの森ホール
▷チケット代＝4,800円（全席指定、税込み）※未就学児の
入場はできません。

問スターツおおたかの森ホール☎7186－7638

GAMARJOBAT
猛烈･炸裂･ドッカンコメディー!!

3月25日㈮10時からチケット販売
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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

環
境
測
定
結
果

項目 若葉台 西初石 東初石 青田

①騒音 時間 00 3030 00 22

②NO2 日 0（0）0（0） 0（0）0（0） 0（0）0（0） 0（0）0（0）

③SPM 有・無 無無 無無 無無 無無

④日平均
　交通量

上り 下り 合計

39,86339,863 40,60040,600 80,46380,463

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4年1月） （令和4年1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

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

ヨーガセラピー 4月1日･8日･15日･22日、
5月6日･13日･20日･27日の金曜

13時 30分～
14時 45分 各 600円

ゾーンセラピー
(足揉

も

み健康法 )

①4月1日･15日･22日の金曜
②4月7日･14日･21日･28日の木曜
③5月6日･13日･20日･27日の金曜 

④5月12日･19日･26日の木曜

①③
15時 15分～

16時 15分 
②④

9時 30分～
10時 30分

①④ 1,800円（全 3回）
②③ 2,400円（全 4回） 

※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･基本のキ：4月4日㈪ 
②ワード入門（案内文書作成）：4月5日㈫ 
③エクセル入門（表作成の基本）：4月6日㈬ 

④ワード基礎（画像、図形、表）：
4月11日㈪･12日㈫ 

⑤エクセル基礎（計算式、グラフ）：
4月18日㈪･19日㈫ 

⑥ワード応用：4月25日㈪･26日㈫ 
⑦エクセル応用：4月27日㈬･28日㈭

10時～12時

①②③ 2,500円 
④⑤ 5,000円（全 2回） 

⑥⑦各 2,500円 
（教材代別途） 

※要申し込み

街並スケッチ 初級
4月 8日･22日、5月 13日･27日、

6月 10日･24日、7月 8日･22日、8月
12日･26日、9月 9日･23日の金曜

12時 45分～
14時 45分

1万6,300円（全12回） 
持透明水彩用絵具一式

（絵具をお持ちでない場合、
初回は筆記用具のみ持参） 

※要申し込み

リピーター続出の
ちょっとだけエアロ

4月 17日㈰

9時 30分～
10時 30分 510円 

持上履き椅子を使って筋貯金 !
ころばん塾

10時 50分～
11時 50分

新学期からはじめる 
ホールでレッスン 

小学生のバレエ教室

4月18日･25日、
5月9日･16日･23日･30日、

6月6日･13日･20日･27日の月曜

18時～
19時 10分

1万 4,500円（全 10回） 
持バレエシューズ、

練習着、タオル（バレエ
シューズと練習着をお持ち
でない場合、初回は靴下と

運動着を持参）※要申し込み

生涯学習センター（流山エルズ）の講座

講座
★東部公民館のイベント

①おもちゃ病院
　おもちゃドクターが壊れたおもちゃを
診察･治療します。
日4月1日㈮9時30分～11時30分
費無料(材料代がかかる場合あり)
持マスク
申不要
②かがやきの森探検隊　春の森を感じよ
う! 森散策と野草の天ぷら
　森を散策したり、野草を探して天ぷらに
したりして、春の自然を満喫しませんか。
日4月16日㈯9時30分～12時
講自然観察指導員･渋谷孝子さん
対小学生とその保護者
定10組（先着順）
費500円(1人追加につき250円)
持マスク、飲み物、ヘルメット、帽子、虫対
策、タオル、布巾、汚れてもよい服装(長袖、
長ズボン)※雨天時はかっぱ・長靴着用
申電話または直接窓口へ

【共通事項】
所東部公民館
問東部公民館☎7144－2988

★は市または指
定管理者などの
主催のもの

★南流山センターのイベント

①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
　正しい姿勢を身につけ、軽い筋トレとス
トレッチで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最近足
腰が心配な方でも参加できます。
日4月4日㈪、18日㈪15時～16時30分
講（一社）日本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
②シニアのためのスマイルヨガ　
　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です。
日4月6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

【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

★初石公民館のイベント

①初石ふれあい体操（全6回）
　月2回の座ってでもできる3B体操、ス
トレッチで健康維持に努めませんか。
日4月5日・19日、5月10日・17日、6月7
日・21日の火曜15時15分～16時15分
講（公社）日本3B体操協会公認指導者･佐々
木澄子さん
定各35人（先着順）
持動きやすい服装、飲み物、マスク
②簡単ヨガ体操　初心者向けのヨガで健
康維持（全6回）
　椅子に座ったまま簡単なヨガを音楽に
合わせて行います。
日4月13日、5月11日、6月8日、7月13日、
8月10日、9月14日の水曜10時～11時
講ヨガインストラクター･本望和子さん
定30人（先着順）
持マスク、飲み物、タオル

【共通事項】
所初石公民館
費1,800円
申電話または直接窓口へ
問初石公民館☎7154－9101

★子どもの読書　はじめの一歩

　第2次流山市子どもの読書活動推進計
画策定を記念し、子どもと子どもをとりま
く生活・自然をテーマとした本と雑貨のセ
レクトショップ･ハックルベリーブック
スから店長の奥山恵さんを講師に迎え、子
どもの読書をテーマとした本の選び方、楽
しみ方や最新の児童書のトレンドなどを
学びます。
日4月6日㈬10時～11時30分
所中央図書館　対大人
定15人（先着順）
費無料
申3月23日9時から電話
問中央図書館☎7159－4646

1033406

★北部公民館のイベント

①かんたんハンドメイドシリーズ　フェ
ルトで作る野菜
　フェルトで野菜を作ります。
日4月6日㈬13時～15時
定10人（先着順）
費500円
持マスク、裁縫用具、布切りはさみ
②苔

こ け

玉
だ ま

作り
　苔玉に風鈴などを飾り、かわいらしい

「つりしのぶ」を作ります。
日４月19日㈫13時～16時
定20人（先着順）　費2,000円　持マス
ク、持ち帰り用の袋、汚れてもよい服装

【共通事項】
所北部公民館
申3月21日9時から電話または直接窓口
へ
問北部公民館☎7153－0567

★おおたかの森センターのイベント

①わくわく親子体操（全3回）　親子で楽
しくスキンシップ
　親子で遊びながら裸

は だ し

足で運動します。
日4月6日･13日･27日の水曜15時30
分～16時30分　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2,400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
②みんなでレッツ★チアダンス（全9回）
　7月3日㈰開催の「キッズ★フェスタ
2022」に向けたメンバーを募集します。
日4月6日･13日･27日、5月11日･25日、
6月1日･8日･22日･29日の水曜17時～
17時55分
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7,200円※「キッズ★フェスタ2022」
は別途参加費（500円）がかかります。
持動きやすい服装、上履き、飲み物、タオ
ル、雑巾
③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」
　大きなキャンバスに手と花びらスタン
プを使って、春の景色を描きましょう。
日4月23日㈯❶10時～11時30分❷13
時～14時30分
講絵本作家・小林由季さん
対 ❶4歳～6歳のお子さんその保護者 
❷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

【共通事項】
所おおたかの森センター
申電話
問おおたかの森センター☎7159－7031

★森の図書館教養講座

　修業6年で作家デビュー
し、歴史文学賞や新田次郎
文学賞、中山義秀文学賞を
受賞した歴史時代小説家･
植松三十里さんから作家
への道をお話しいただきます。 
日4月16日㈯14時～15時30分
所森の図書館　定40人（先着順）
費300円　申3月23日10時から電話
問森の図書館☎7152－3200

1033459

★巡りヨガ　ヨガで心も体もリラックス

　からだの血流やエネルギーの巡りをよ
くし、心身ともに元気にするヨガです。さ
まざまな世代の方が対象です。
日4月18日㈪10時～11時30分
所東深井福祉会館　講ヨガ講師･梅澤ゆ
き重さん　対市内在住･在勤･在学の方
定15人（先着順）　費無料

　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

■「日本の歌」合唱体験会(混声合唱団フォンテ
主催)=3月26日㈯18時～21時、江戸川台福祉

しみんの伝言板

イベント

会館。無料※要申し込み問豊嶋☎7155－
2226
■東葛スケッチの会員展=4月1日㈮～10
日㈰9時～18時(1日は13時から、10日は
16時まで)、生涯学習センター(流山エル
ズ)。無料問鈴木 toshi1741-8-72s@
jcom.home.ne.jp
■小林洋子＆森下知子ハートふる♥オカリ
ナコンサート（音楽の陽だまり主催)=4月16
日㈯13時30分～15時30分、スターツおおた
かの森ホール。3,500円※要申し込み問伊藤
☎090－7414－7840



流山市安心メールに登録を
　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

　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。
　私が流山市に住み始めてから約1年半がたちました。今回は、
この素晴らしい街での思い出や
お気に入りの場所についてお話
しします。
　私は近くに住んでいることも
あり、流山本町をよく訪れます。
白みりんの発祥地として有名な
流山本町には、どこか独特な雰
囲気を感じます。一茶双樹記
念館や市立博物館などの施設には歴史を感じさせる魅力があ
り、古民家を店舗にしたお店はどこか心が落ち着くすてきさがあ
ります。さまざまな飲食店があり、流山の白みりんを使った料理
やお菓子はとてもおいしく、よく食べに行きます。また、夜には
市内在住の切り絵作家の飯田信義さんと長谷部年春さんが作
製した切り絵行

あ ん

灯
ど ん

が町並みを灯
と も

します。私は飯田さんの切り絵
講座で初めて切り絵を自作してから、切り絵行灯の美しさを改め

て感じるようになりました。
　また、利根運河もお気に入りの
スポットです。特に暖かい春の
日の利根運河の景色は桜や菜の
花が咲き、とても美しいのでぜひ
足を運んでみてください。また、
運河水辺公園の近くには幸福の

神様であるビリケンさんの像があります。初代利根運河ビリケ
ンさんは1913年に建立され、100年以上利根運河を見守り続
けました。昨年3月には、初代
利根運河ビリケンさんに代わり
二代目利根運河ビリケンさんが
設置されました。ビリケンさん
の足裏をなでるとご利益がある
と言われています。私は近々花
見を楽しみつつ、ビリケンさんに

も会いに行く予定です。
　プライベートで楽しむ以外にも、仕事を通じて市内の名所と関
わることもありました。昨年の3月、オランダ大使館での切り絵
の寄贈式で通訳を務めました。
東京2020オリンピック･パラリ
ンピック競技大会の期間中は、
海外の方に流山を動画で紹介
しました。他にも10月には地
元の方々が力をあわせて行う
赤城神社の大しめ縄行事から
伝統を学ぶことができました。このすべては、一生忘れられない
思い出になっています。今後もさまざまなイベントに参加できる
ことを楽しみにしています!
　このコラムは今回が最終回になりますが、これからも流山市に
住み、新しい風景を見て、新しいことを経験し続けたいと思いま
す。私の冒険をもっと見たい方はぜひ、私がやっている流山PR
用のインスタグラム（＝二次元コード）をフォローしてください。
今までこのコラムを読んでいただき、ありがとうございました。
市内のどこかでお会いしましょう!
　Hey everyone, it’s Martin from Nagareyama’s Tourism 
Promotion Section!
　I’ve lived in Nagareyama for about a year and a half 
now, and I’ll be talking about my experiences and my 
favourite places in this wonderful city.
　I live close to the Nagareyama Honcho area, so I come 
here quite often. This area is famous as the birthplace of 
shiro-mirin, and has a unique atmosphere and facilities 
with a historical charm like the Issa-soju Memorial Hall 
and the Nagareyama City Museum. There are wonderful, 
cosy stores built inside old, traditional Japanese houses. 
There are also all kinds of restaurants and cafés, so I 
often visit to eat dishes and desserts that are made 
using Nagareyama’s shiro-mirin. At night, the streets are 
lit by the kirie-andon lanterns that are made by Mr. 
Nobuyoshi Iida, a local kirie artist, and Mr. Toshiharu 
Hasebe. After attending Mr. Iida’s kirie class and making 
a kirie artwork myself, I started appreciating the beauty 
of these lanterns even more.
　One of my other favourite places is the Tone Canal. It 

is very pretty and especially nice to visit on a warm and 
sunny day in spring, when the cherry blossoms and cole 
flowers are blooming, so make sure to open up a day in 

your schedule to go and 
see them. There is also a 
statue of Billiken-san, a 
god of fortune, near the 
Canal Waterside Park. 
The first Billiken-san 
statue was built in 1913 

and watched over the Tone Canal for over a hundred 
years before being replaced by the second Billiken-san 
statue last March. It’s said that if you rub Billiken-san’s 
feet, you’ll receive his blessings. I’ll be making a trip to 
the Tone Canal soon to look at the flowers and visit 
Billiken-san.
　In addition to enjoying life in Nagareyama, I have been 
involved in a number of events through my work. Last 
March, I visited the Dutch Embassy to interpret for a kirie 
artwork donation ceremony. During the Tokyo Olympic 
and Paralympic Games, I filmed a video to introduce 
Nagareyama to foreign 
visitors in English. In 
October, I learned some 
of Nagareyama’s 
traditions by watching 
local residents carry out 
the Oshimenawa event at 
Akagi-jinja Shrine. All of these have been special events 
that I won’t forget, and I’m looking forward to more 
events in the future!
　This is the last article for this column, but I’m still going 
to be living in Nagareyama and I’ll always 
be seeing and trying more new things 
here. If you want to see more from me, 
please follow my Nagareyama promotion 
Instagram with the QR code. Thanks to 
everyone for reading, and see you 
somewhere in Nagareyama!

Martin's Nagareyama World
マーティンの流山世界#12（最終回）

◆ 　 ◆ 　 ◆ 　 ◆ 　 ◆ 　 ◆

◆ 　 ◆ 　 ◆ 　 ◆ 　 ◆ 　 ◆

古民家を店舗にした
「万華鏡ギャラリー見世蔵」

Kaleidoscope Gallery Misegura, 
a store inside an old traditional 

Japanese house

流山本町の切り絵行灯の一つ
One of the Nagareyama Honcho 

area’s kirie-andon lanterns

春の利根運河
The Tone Canal in spring

二代目利根運河ビリケンさん
The current

Tone Canal Billiken-san
一茶双樹記念館での動画撮影

Filming at the Issa-Soju Memorial Hall

大しめ縄行事の様子
The Oshimenawa Event

流山PR用の
インスタグラム

My Nagareyama 
Instagram account

流山をＡ・ＲＵ・ＫＵ

新選組の足跡をたどる!利根運河交流館のイベント
二代目利根運河ビリケンさん「来運」1周年記念

左から、二代目利根運河ビリケンさん、
大阪通天閣の金色ビリケンさん、利根
運河ビリケンさん（レプリカ）

●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

＝
＝
＝
＝

＝
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389億3,562万6千円
352億5,136万8千円
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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

321

次号（４月１日号）は通常号に加え、市が令和４年度に取り組む事業を紹介する事業特集号を発行します。
ぜひご覧ください。　問秘書広報課☎7150−6063

①利根運河の桜と二代目利根運河ビリケンさん展＠運河駅ギャラリー
　利根運河に二代目利根運河ビリケンさんがやってきて、3月25日で1周年にな
ります。利根運河ビリケンさんの紹介パネルと利根運河の桜の見どころマップを
運河駅ギャラリーに展示します。桜咲く春の利根運河をお楽しみください。
日3月21日㈷～4月17日㈰9時～17時
所運河駅ギャラリー（運河駅自由通路内）　費無料
②うんがいい!  朝市　ビリケンさん大集合!  笑顔いっぱい!  幸運を持ち帰ろう!
　会場には、大阪通天閣の金色ビリケンさんと利根運河ビリケンさん（レプリカ）が
やってきます。ビリケンさんクイズやビリケンさんとの足裏合わせなどのイベン
トも開催します。ビリケンさんとの足裏合わせをご希望の方は、人形やぬいぐるみ
などをご持参ください。なお、当日会場には、飲食コーナーを設置しませんので、テ
イクアウトにご協力ください。また、昨秋植えられた利根運河交流館前の花壇のオ
ランダ友好チューリップもぜひご覧ください。利根運河交流館では、オランダ大使
館に届けるため、チューリップの絵を募集しています。詳細はお問い合せください。
日3月26日㈯9時～12時　所運河水辺公園
内産直野菜、工芸品、グルメなどの販売、子ども向け手作りゲームコーナー

【共通事項】
問利根運河交流館☎7153－8555（月･火曜休館、祝日の場合は翌日）

toneunga@bz03.plala.or.jp

　慶応4年（1868年）4月2日、新選組が流山に陣営を敷き、翌
3日は、局長･近藤勇と副長･土方歳三の最後の別れの日とな
りました。154年前の新選組の足跡をたどり流山本町を歩い
てみませんか。
日4月2日㈯･3日㈰9時～12時30分
所流山おおたかの森駅前観光情報センター集合
▷コース＝流山おおたかの森駅前観光情報センター→（バス移
動）→平和台駅入口→丹後の渡し跡→流山寺→光明院→小西屋
跡→近藤勇陣屋跡→浅間神社裏→本通りと裏通り入口→矢河原
の渡し→市役所※現地解散
定各10人（先着順）
費各300円（保険代）
※交通費実費
申3月21日9時から電
話または直接窓口へ 
問流山おおたかの森駅
前観光情報センター 
☎7186－7625

　4月1日から、「燃やすごみ」「容器包装プラスチック」を入れるごみ袋が、市指定のごみ袋に変わります。現在、約100店
舗で販売しています。
問クリーンセンター☎7157－7411　 1030414

指定ごみ袋の
完全導入まで あと 日11


