
市議会が
6月2日から開会 令和4年市議会第2回定例会が6月2日㈭13時から開会される予定です。 問総務課☎7150－6067

　市内における令和元年度（注）の二酸化炭素排出量は、
皆さんのご協力により前年度比4パーセント減少となり
ましたが、人口増が続いていることから、今後も継続的な
取り組みが必要です。
　市では、二酸化炭素削減を推進するため、省エネ・創エ
ネ・蓄エネの設備などに対する補助制度を行っています。
制度を活用して、地球にやさしく快適な生活スタイルに変
えてみませんか。
注：市内の二酸化炭素排出量は、国の統計などを用いて算定するため、
約2年遅れての公表となります。
問環境政策課☎7150－6083

　マンションなどの集合住宅、商業施設・医療施設などに電気自動車などの充電
設備を設置した場合に、充電設備購入費の一部を助成します。

　太陽光発電、断熱窓などに加え、新たに電気自動車への補助を開始するほか、
エネファームなどの補助額が増額しました。なお、補助金は予算に限りがあり
ますので、お早めに申請してください。

電気自動車の
充電スポット新増設に補助金

注：太陽光発電設備と定置用リチウムイオン蓄電システムを併設する場合は、
5万円の上乗せ補助あり

省エネ活動はじめませんか

補助金利用者の声

地球温暖化対策につながる環境にやさしい暮らしを

1033223

設備の種類 補助額

太陽光発電設備
(注 )

既存住宅 2.5万円/kW(上限10万円)
※HEMS併設で2万円上乗せ

新築住宅 1.5万円/kW(上限6万円)
※HEMS併設で1万円上乗せ

断熱窓 既存住宅 設置に要した費用の4分の1
(上限8万円)

エネファーム

停電時自立
運転機能あり 10万円

停電時自立
運転機能なし 5万円

定置用リチウムイオン蓄電システム(注) 7万円

電気自動車

太陽光発電設備・
V2H充放電設備併設 15万円

太陽光発電
設備併設 10万円

V2H充放電設備 本体購入費の10分の1
(上限25万円)

太陽熱利用システム 5万円

UP5万円

UP

NEW

　私は日常生活で、電気を必要とする医療機器を使っています。災害時、停電
しても普段どおりの生活ができるよう、自動車から家に給電できるV2H充放電
設備を設置しました。自動車がフル充電してあれば、リビングの電気を2日間
ほどまかなうことができます。設置後、災害で停電になったことはまだありま
せんが、いざというときには自動車が蓄電池として使えるという安心感があり
ます。

　窓の結露に悩まされて断熱窓を導入しました。コロナ禍で在宅時間が多
い中でも、9月の電気使用量は一昨年の292kWhに対し昨年は235kWhに
減少し、電気代も年間で1万円以上節約できました。また、今春の暑かった
日には、外窓の表面温度は35.3度まで上がりましたが、内窓の表面温度は
29.6度に抑えられていました。結露が解消しただけでなく、室温も安定しと
ても快適です。マンションに住んでいますが、太陽光発電設備を設置しなく
ても省エネの工夫ができると思いました。

断熱窓で電気代が年1万円以上節約に 齊藤 裕子さん（加在住、59歳）

災害に備えて準備を 秋谷 義和さん（平和台在住、80歳）

住宅用省エネ設備や電気自動車に補助金 1024476

1面で紹介したもののほか 省エネに関するサポートを2面にも掲載しています

受け付け中

5月23日から受付開始

市役所環境政策課で配布する申請書(市ホームページからダウンロードも可)に
必要書類を添付の上、環境政策課へ郵送または持参してください。申請方法

集合住宅：本体価格の2分の1(1基あたり上限30万)
商業施設など：本体価格の2分の1(1基あたり上限20万)

No.1277
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主な記事
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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年金からの保険料納入が始まる方へ �  3面
みんなで取り組もう SDGs �  5面
姉妹都市の能登町･北上市へ行こう!! �  6面
新型コロナワクチン4回目接種開始 �  8面

｢平和大使｣を募集
広島で平和の尊さを
体験学習 �  2面

主な内容

令和4年
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労働力調査にご協力を
野々下3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＝野々下3丁目の一部
▷調査期間＝6月～10月
問千葉県統計課☎043－223－2220

1008440

 人権啓発活動を実施
市役所ロビーで啓発物品などを配布

　人権擁護委員は法務大臣から委嘱を受けた民間の方々で、人権相談や講演会など
の活動を通して、人権思想の普及を行っています。6月1日の｢人権擁護委員の日｣に
合わせて5月25日～6月1日に市役所ロビーでパンフレットや啓発物品を配布し、啓
発活動を行います。
問秘書広報課☎7150－6063

ごみゼロ運動を
｢地域清掃｣として実施

みんなで地域の環境美化にご協力を
　市では春と秋の年2回、自治会単位で道路周辺の散乱ごみの収集を行う｢ごみゼロ
運動｣を市内統一で実施していましたが、今後は、各自治会や団体で、地域の実情に合
わせ、実施日を決定していただきます。
　なお、これまでどおりごみ袋の配布と、集めたごみの収集は、市が行います。その
際、清掃を行う2週間前までに｢地域清掃実施計画書｣に臨時の集積場所の地図を添
付し、ご提出ください。
　今後とも、ごみゼロ運動の理念を引き継ぎ、地域の環境美化にご協力をお願いしま
す。
問環境政策課☎7150－6083

1034542

　市立小学校5･6年生を対象に、広島で
平和の尊さを体験学習する「平和大使」
を募集します。平和大使に任命された子
どもたちには、広島平和記念式典への参
列や広島平和記念資料館の見学、被爆
体験伝承者の講話などを通して平和の
尊さを学び、周りの方や次の世代へ平和
の大切さを広めていただきます。
　また、市民の皆さんによって手作りさ
れた千羽鶴を広島平和記念公園へ直接届けていただきます。
対市立小学校5･6年生で、平和について関心がある児童※全ての日程(別表)に参加
できること
定 30人(最少催行人員24人。多数抽選)
費2万円程度(宿泊代(朝食付き)、食費(夕食1回、昼食2回、移動中の飲み物代)など)
※往復旅費(集合場所までを除く)などは市が負担します。生活保護受給者もしくは
就学援助受給者の方は、自己負担額支払期限日までに所定の手続きを行うことで、費
用が免除されます。詳細はお問い合わせください。
▷添乗＝市職員など5人
▷キャンセル＝出発日の3週間前からキャンセル料が発生する場合があります。キャ
ンセル料は参加者の自己負担となります。また、新型コロナウイルス感染症拡大や災
害などの理由でやむを得ず派遣事業を中止する際に、自己負担額を返金できない場
合があります。

申ハガキに氏名(ふりがな)、性別、学校名、学年、住所、電話番号、保護者氏名を明記
の上、6月2日(必着)までに〠270－0192市役所企画政策課へ
問企画政策課☎7150－6064　 1007107

期日 内容

7月9日㈯ 事前説明会

7月29日㈮ 結団式(平和大使の任命と千羽鶴の伝達)

8月5日 ㈮·6日㈯
（1泊2日）

広島平和体験(平和記念公園へ千羽鶴を献納、
広島平和記念式典参列（※）、

平和記念資料館見学、被爆体験伝承者講話の聴講など)

8月12日㈮まで 作文提出

8月17日㈬ 報告会

「平和大使」を募集
広島で平和の尊さを体験学習

※式典参列については開催状況により、中止またはテレビ中継視聴などになる場合があります。

　情報公開制度は、公正で民主的な市政を運営するため、市が保有する公文書を請求
に応じて開示する制度です。また、個人情報保護制度は、市民の皆さんの権利や利益
を守るため、市が保有する個人情報の確認や、誤りを訂正する権利などを保障する制
度です。
　令和3年度の情報開示請求などの活用状況は別表のとおりです。なお、1件の開示
請求に対して、複数の実施機関におよぶ場合や、複数の決定などをすることがあるた
め、請求件数の合計数と決定などの件数の合計数は一致しません。

情報公開と
個人情報保護制度

令和3年度の
情報開示請求などの活用状況

実施機関 請求 全部開示 部分開示 不開示(※) 取り下げ
市長 92 23 52 14 5

教育委員会 24 3 16 7 3
農業委員会 2 0 2 0 0

上下水道事業管理者 3 3 0 0 0
消防長 3 1 2 0 0

議会 5 5 0 0 0
計 129 35 72 21 8

※公文書の不存在による不開示を含みます。

■「情報公開制度」の活用状況　� （件）

※公文書の不存在による不開示を含みます。

■「個人情報保護制度」の活用状況　� （件）
実施機関 請求 全部開示 部分開示 不開示(※) 取り下げ

市長 28 16 9 4 0
教育委員会 1 0 1 1 0
農業委員会 0 0 0 0 0

上下水道事業管理者 1 1 0 0 0
消防長 1 0 1 0 0

議会 1 0 0 0 1
計 32 17 11 5 1

問総務課☎7150－6067
情報公開制度について… 1008257

個人情報保護制度について… 1008281

　ゼロ円ソーラープランは、太陽光発電設備の初
期費用の利用者負担額を実質0円とする代わりに、
補助事業者と締結した契約の期間中は設置した太
陽光発電設備から発電された電気を売る権利や使
用料などの対価を渡していただく制度です。契約
期間満了後、設置した太陽光発電設備は利用者に
譲渡されます。

　なお、契約期間や契約期間中の太陽光発電設備
の維持管理などについては、補助事業者との契約
内容により異なりますので、契約の内容は必ず事
前にご確認ください。プランの要件など詳細は、
市ホームページをご覧ください。
問環境政策課☎7150－6083

1029954

　二重サッシ･複数ガラス化などの省エネ改修工事を行った
住宅で、一定の要件を満たす場合、固定資産税が減額されま
す。工事完了後3カ月以内の申告が必要です。詳細はホーム
ページまたは広報ながれやま6月1日号をご覧ください。
問資産税課☎7150－6074

1000498

ゼロ円ソーラープランの利用希望者を募集省エネ改修された家屋の
固定資産税減額制度

他にもあります！ ながれやまの省エネサポート！
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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

介護保険施設などの
食費･居住費の減額認定

更新手続きをお忘れなく
　介護保険制度では、施設サービス(※)やショートステイを利用する際に、一定の所
得要件を満たした方は、食費と居住費の負担が軽減されます。なお、軽減を受けるた
めには申請手続きが必要になりますのでご注意ください。※特別養護老人ホーム、介
護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院の施設サービス
対次の全てを満たす方
①本人および同一世帯の方全てが住民税非課税者
②本人の配偶者(別世帯も含む)が住民税非課税者
③次のいずれかに該当する方❶年金等収入が80万円以下の方：預貯金などの合計額
が、単身者は650万円以下、配偶者がいる場合は合計で1,650万円以下❷年金等収入
が80万円超120万円以下の方：預貯金などの合計額が、単身者は550万円以下、配偶
者がいる場合は合計で1,550万円以下❸年金等収入が120万円超の方：預貯金などの
合計額が、単身者は500万円以下、配偶者がいる場合は合計で1,500万円以下
継続して利用される方
　7月31日で有効期限を迎えます。8月以降も継続される場合は、5月25日に発送す
る申請書に必要事項を明記の上、6月24日(必着)までに〠270－0192流山市役所
介護支援課へ郵送または持参してください。
新規で申し込みをされる方
　介護支援課で配布の申請書(市ホームページからダウンロードも可)に必要事項を
明記の上、郵送または持参してください。なお、負担限度額の適用開始日は、申請の
あった月の初日からとなります。
問介護支援課☎7150－6531
介護保険制度について… 1012925

申請書様式について… 1010349

特定医療費(指定難病)
受給者証の更新手続き

申請はお早めに
　対象者には、5月下旬に案内を送付します。申請期間･申請方法など詳しくは送付
する案内をご覧ください。
※申請に必要な臨床調査個人票の有効期間は、医師の記入日から6カ月以内です。
医療機関が作成に要する時間とあわせてご注意ください。
問松戸保健所(松戸健康福祉センター)☎047－361－2138

　浄化槽処理促進区域にお住まいで単独浄化槽または汲
く

み取り式トイレから合併浄
化槽へ交換する個人に対し、一定の条件を満たした方に補助金を交付しています。
環境に配慮した合併浄化槽への交換をお願いします

　トイレのみを浄化する単独浄化槽と比べて、トイレ、風呂、洗濯、キッチンなどすべて
の生活排水を浄化する合併浄化槽は川などに放流される汚れの量が約8分の1にな
ります。また、現在、単独浄化槽は製造されていません。故障すると浄化機能が停止
するため、悪臭や、虫の発生の原因となります。そこで、市では、合併浄化槽への交換
を促進しています。補助金の交付要件など詳細は、市ホームページ（ 1002625 ）を
ご覧ください。
問下水道建設課☎7150－6097

合併処理浄化槽へ
転換工事をする方に補助金を交付

河川などの水質汚濁防止にご協力を

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、6月の年金から保険料納入(特別徴収)が始まる方(別表 )
へ、それぞれ通知書を5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☎7150－6531)

令和3年10月3日～12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)

令和3年10月3日～12月2日までに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

計量器（はかり）の
定期検査をお忘れなく

商取引や証明などに使用する計量器が対象
　県計量検定所では、計量器の定期検査を実施します。対象は、商店や工場、事業所
などで使われている計量器です。商取引などの正確性や安全性を確保するため、計
量器を取引や証明に使用している方は、検査が義務付けられています。
　検査料は計量器によって異なります。詳細はお問い合わせください。
持計量器（おもりや分銅を使用するものは一緒に）、検査料
申不要

問コミュニティ課☎7150－6076　 1027235

実施日 時間 場所

6月1日㈬

10時30分～15時 
※12時～13時を 

除く

北部公民館

6月2日㈭ 初石公民館

6月3日㈮ 東部公民館

6月6日㈪ 南流山センター

6月7日㈫ 市役所

　令和2年4月から改正健康増進法が全面施行され、学校や病院などには原則敷地
内禁煙が、飲食店や職場などには原則屋内禁煙が義務付けられています。
　たばこを吸わない人が煙を吸い込んでしまう受動喫煙は、居住室内を共にするたば
こを吸う人の煙を吸い込んでしまい、がんや心疾患など多くの病気の原因となります。
自分や家族など愛する人の健康にまで悪影響を及ぼすこともあります。
　喫煙者の健康被害やたばこの煙が周囲に与える影響、未成年者の
喫煙などについて考えてみませんか。
オンデマンド講座を配信中

　｢千葉県公式セミナーチャンネル｣では、オンデマンド講座｢たばこと
健康～正しく知って、あなたや周りの人の健康を守りましょう～｣を配
信しています。
薬にたよらなくても禁煙できます

　一般社団法人日本禁煙学会のホームページには、薬に
たよらない禁煙方法として、｢禁煙ポケットブック第2版｣
を掲載していますので、ご覧ください。
禁煙治療ができる医療機関
　また、同法人のホームページには、｢千葉県内の禁煙治
療に保険が使える医療機関｣（注）が掲載されています。
禁煙をご検討の方、ぜひご覧ください。
注：禁煙外来薬剤の供給不足などのため、新規外来患者受入を停止している場合があ
ります。詳細は、直接医療機関にお問い合わせください。
問健康増進課☎7154－0331　 1000707

なくそう! 望まない受動喫煙
禁煙チャレンジ!

千葉県公式
セミナーチャンネル

千葉県内の
禁煙治療に

保険が使える
医療機関

禁煙
ポケットブック

第2版

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 6月24日㈮14時～14時30分、14時45分～15時15分、15時30分～16時
所文化会館※Zoomでの参加も可
定各2組(先着順)※各組2人以内
費無料
持マスク
申 5月23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
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　6月は「ピラティス」を行います。みんなで体を動かしてリフレッシュしましょう。
お子さんも参加できるメニューです。なお、保育スペースもありますがおもちゃ
の貸し出しはありません。
日6月23日㈭10時30分～11時30分　所おおたかの森センター
講ヨガインストラクター･佐々木務代さん
定20人（先着順）　費500円　持マスク、動きやすい服装、タオル、飲み物、ヨガ
マットまたはバスタオル　申NPO法人R

ラ イ ズ ア ッ プ

iseup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

ママのためのリフレッシュサロン
体を動かしてリフレッシュ

　洋書絵本で、英語でおはなし会をします。おはなし会の合間に英語の手遊び
歌も楽しめます。
日6月26日㈰11時～11時30分　所森の図書館　対小学生までのお子さんと
その保護者　定10組(先着順)　費無料　申5月22日11時から電話
問森の図書館☎7152－3200　 1036185

よみきかせ えいご絵本ライブ!
うたおう! あそぼう!

　見え方が気になるお子さんが、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、｢流山市見え方相談会｣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。詳細は、
市ホームページをご覧ください。
日6月7日㈫9時～12時※１組40分程度　費無料　申電話　
問教育研究企画室☎7150－8388　 1035890

｢流山市見え方相談会｣を開催
よりよい生活を送れるように

　就学相談は生涯学習センター(流山エルズ)内の教育研究企画室で受け付けて
います。お子さんの就学のことでお悩みがありましたら、ご相談ください。
▷相談方法＝電話または直接窓口
▷受付日時＝平日9時～16時30分※第3水曜を除く　
問教育研究企画室☎7150－8388　 1021165

就学相談は教育研究企画室へ
まずは電話でご相談ください

　初めての方対象のベビーサイン体験会です。ベビーサインは、まだうまくお話
ができない赤ちゃんと手を使って会話をする育児法です。コミュニケーションの
手段を増やして、楽しい育児生活を送りましょう。
日6月18日㈯10時～11時15分　所おおたかの森センター　講日本ベビーサ
イン協会認定マスターインストラクター･牛木貴恵さん　対6カ月～2歳の赤ちゃ
んとママ･パパまたは妊婦の方　定20組(先着順)　費500円
持マスク　申5月22日10時から木の図書館に電話
問木の図書館☎7145－8000　 1035401

赤ちゃんと一緒にベビーサイン
手を使ったコミュニケーションを学ぼう

　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和らぐか
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6月17日㈮、7月5日㈫、9月12日㈪10時～11時30分(9時45分から受け付
け)　所保健センター　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の申込用紙(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、〠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
問家庭児童相談室☎7158－4144FAX 7158－6696

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

子育てに悩む母親のためのグループ「こもれび」
みんなで悩みを分かち合ってみませんか

　親子で遊びながら裸
は だ し

足で運動します。
日6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

わくわく親子体操(全4回)
親子で楽しくスキンシップ

日①6月7日㈫②6月21日㈫いずれも10時～11時30分
所初石公民館　内①おもちゃ病院②紙しばい、読み聞かせ　対子育て中のママ
定各10組(先着順）　費無料　持マスク　申電話または直接窓口へ
問初石公民館☎7154－9101

親子サロン
子育て中のお母さんと乳幼児の情報交換や仲間作りに

　みんなで気軽におしゃべりして、絵本とわらべうたを楽しみましょう。
日6月8日㈬10時～11時30分　所南流山センター　講NPO法人ながれやま
栞
しおり

･安永知栄さん　ほか　対子育て中のママ(お子さんと一緒の参加も可)
定10組(先着順)　持タオル、飲み物、動きやすい服装、マスク
申電話または直接窓口へ
問南流山センター☎7159－4511

子育てママの集い｢すくすくひろば｣
乳幼児を持つ子育てママの集い

　お子さんと一緒に参加できるエクササイズ講座です。体も心もほぐしてリフ
レッシュしましょう。
日6月2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･須藤由紀さん　対子育て中のママ
定20人(先着順)　費500円　持マスク、飲み物、ヨガマットまたはバスタオル、
お子さんが座るシート、タオル、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
ウエストシェイプエクササイズ

　傘に絵を描いて雨の日も楽しく過ごせる自分だけの傘を作ろう。
日6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1,800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｣

｢ハッピーアンブレラジャーニー｣

　流山小中学生専用なやみホットラインは、専門の相談員が直接子どもたちから
悩みを聞く相談窓口です。年中無休で毎日13時から21時まで対応しています。
また、中学生はアプリ(S

ス タ ン ド バ イ

TANDBY)からも相談できます。
　｢いじめ｣のことや友達のことで相談したいことがあったら迷わず電話やメー
ル、アプリで連絡してください。相談員がどんな話でも聞きます。匿名でも相談
でき、相談者、相談内容などのプライバシーは守ります。

問指導課いじめ防止相談対策室☎7157－1683　 1010088

流山小中学生専用なやみホットライン
つらいとき、いやなときは一人で悩まないで

流山小中学生専用なやみホットライン
☎04－7150－8055(毎日13時～21時)

hotline@city.nagareyama.chiba.jp
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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

みんなで取り組もう SDGs
SDGsとは?
日本語で｢持続可能な開発目標｣
　SDGsは｢Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)｣の略称。これ
は、2015年9月の国連サミットで採択された｢将来にわたってよりよい未来･世界をつく
る｣ための国際目標(ゴール)です。

2030年までに達成すべき17のゴール
　世界では貧困や気候変動、紛争など数多くの課題に直面しており、日本も少子高齢化、
人口減少、自然災害などさまざまな問題を抱えています。そこで、地球温暖化や貧困問
題を解決し、将来の世代が安心して暮らすことのできる持続可能な世界を目指して、8年
後の2030年までに達成すべき、17の目標(ゴール)が定められました。

問企画政策課☎7150－6064

S
持 続 可 能 な
ustainable

私たちや次の世代のニーズを満たしこの世界で暮
らし続けるために、経済、社会、環境が調和を図るこ
とが求められています。

D
開 発

evelopment
日本では、貧困･格差の撲滅、環境破壊防止など、先
進国にも関係する多くの開発支援に関する課題を
含んでいます。

G
目 標
oals

2030年までに達成しなければならない17の目標のこと
をいいます。その目標は互いに関連しています。1つの
目標を取り組むことが総合的な取り組みに繋がります。

目標を達成するためにどんな方法があるの？ できることからはじめよう

皆さんが今からでも取り組めるSDGsと、流山市の取り組みと関連するSDGsを紹介します。

誰でも取り組めるSDGsアクション･ガイド

･使っていない電気機器は完全にオフに
･支払いは紙ではなくオンラインで

レ ベ ル ❶ ソファで寝たままできること

･古い電気機器は省エネ型の機種や電球に
･紙やプラスチック、びん、缶はリサイクル

レ ベ ル ❷ 家にいてもできること

･買い物は地元で、マイバッグを持参
･使わないものは寄付する

レ ベ ル ❸ 家の外でできること

･通勤は徒歩･自転車･公共交通機関で
･職場での差別に声を上げよう

レ ベ ル ❹ 職場でできること

出典：国際連合広報センターホームページ（持続可能な社会のために ナマケモノにもできるアクション・ガイド（改訂版））をもとに作成

流山市の取り組みと関連するSDGs
コミュニティ課

住み続けられるまちづくりを

平和と公正をすべての人に

　防犯カメラの設置や安心メールの配信、
市民などによる防犯活動の支援を実施
し、安心・安全な市民生活を推進していま
す。

環境政策課

気候変動に具体的な対策を

エネルギーをみんなに
そしてクリーンに

　太陽光発電設備などへの補助、集合住
宅や商業施設などの電気自動車充電設備
設置の補助、市民環境講座や緑のカーテ
ンによる啓発を行っています。（今号の1
面で一部紹介）

商工振興課

働きがいも経済成長も

産業と技術革新の基盤をつくろう

　流山商工会議所や千葉県信用保証協会
と連携し、創業者（5年未満）を対象とした
相談窓口や女性向け創業スクールを実施
しています。

指導課

質の高い教育をみんなに　児童・生徒の情報
活用能力の育成を
図るために、GIGA
スクール構想に伴う
タブレット端末や校
内ネットワーク環
境、その他ICT機器

を整備しています。
　また、モデル的に実施していたプログラ
ミング教育を全小・中学校で実施できる環
境を整備しています。

安心安全支援事業

創業支援事業

地球温暖化対策事業

ICT学習空間整備事業
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★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 6月3日㈮9時30分～11時30分
所東部公民館
費無料(材料代がかかる場合あり)
持マスク　申不要
問東部公民館☎7144－2988

★2022年度 わんわん読書会 春の回

　日本動物病院協会の協力のもと、子ど
もが犬に読み聞かせする読書会です。
犬に寄り添いながら読書するすてきな
体験をしてみませんか。詳細は市ホー
ムページをご覧ください。
日 6月12日㈰12時30分～13時30分、
13時30分～14時30分
所おおたかの森センター
対 1人で絵本を読むことができる小学
生※動物アレルギーのある方の参加は
ご遠慮ください。
定各2人(先着順)　費無料
持 読み聞かせをする絵本2～3冊、ウ
エットティッシュ
申 5月22日からおおたかの森こども図
書館へ電話または直接窓口へ
問おおたかの森こども図書館☎7159－
7041

1035412

★子ども人形劇鑑賞会 

　｢ともだち｣｢おもいやり｣をテーマに、
人形劇団タップによる人形劇鑑賞会を
開催します。
日 6月22日㈬15時～16時(開場14時
30分)
所生涯学習センター(流山エルズ)
対未就学児とその保護者
定 60人(先着順)　費無料
申 5月23日から市役所生涯学習課に電
話
問生涯学習課☎7150－6106

1018725

▶日時＝5月27日㈮12時15分～12時45分
▶場所＝文化会館
▶テーマ＝｢音楽の都 ウィーン｣～夢の街を

旅して～
▶曲目＝6つのウィーンソナチネ 第1番　

1・4楽章／モーツァルト、ます／シューベ
ルト、｢こうもり｣より 候爵様、あなたの様
な御方ならば／シュトラウス2世、ウィー
ン風小行進曲／クライスラー、ウィーン 
わが夢のまち／ジーツィンスキー

▶出演＝清水寛子(ソプラノ)、犬嶋仁美
(バイオリン)、新保麻子(ピアノ)

▶費用＝無料
 問流山市音楽家協会･橘☎7158－4543

1001708

第400回サロンコンサート

みんなで楽しく踊ろう
K-POPダンス講座(全3回)

　NHK紅白歌合戦でバックダンサーとしての
出演経験があり、アイドルの振り付けアシスタ
ントとしても活躍する江草毬乃さんを講師に
迎え、K-POPの曲に合わせてダンスの基礎を
学びます。
日 6月5日･19日･26日の日曜いずれも大人： 
9時30分～10時30分、小学生：10時45分～
11時45分
所東部公民館　定 10人
費 3,000円　持タオル、飲み物　申電話または直接窓口へ
問東部公民館☎7144－2988

　流山少年少女俳句大会の作品を募集します。入選作品は表彰され、市役所1階市民
ギャラリーにも展示されます。
　市長賞など10賞のほか、秀逸･佳作の入選者には記念品を授与します。今年度より
市内在住で市外の小･中学校に通学する児童･生徒も対象になりました。この機会にぜ
ひご応募ください。
費無料
申市役所生涯学習課で配布の応募用紙に必要事項を明記の上、9月12日までに流山俳
句協会(吉良〠270－0176流山市加3－6－1四番館205)へ郵送

【表彰式】
日 11月3日㈷
所生涯学習センター(流山エルズ)
対小・中学校それぞれ市長賞などの10賞受賞の方
問生涯学習課☎7150－6106
流山俳句協会･吉良☎080－1171－1610

第20回流山少年少女俳句大会
作品を募集中

介護支援サポーター養成講座
介護支援サポーター活動で

いきいき元気‼
　市では、市内の介護施設などで、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 6月21日㈫9時45分～14時25分　所高齢者福祉センター森の倶楽部
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

東京理科大学主催の
市民講座を開催
Zoomでも同時配信

今後の開催予定
開催日 時間 テーマ

9月24日㈯
14時～16時

高齢者のメンタルヘルスと認知症予防
12月10日㈯ 近年の激甚化する豪雨災害にどう備えるか
3月18日㈯ 漢方を上手に使うための豆知識

問東京理科大学野田統括課地域連携係☎7125－0609(平日8時30分～17時)
noda_toukatsu@admin.tus.ac.jp

企画政策課☎7150－6064
1032181

　流山市と包括連携協定を締結している東京理科大学による市民講座です。今回は、
｢地震に強い安心・安全な木造住宅｣をテーマに、より高い安全性を実現するための耐
震技術について最新の研究に基づいてお話しいただきます。ぜひ、ご参加ください。
日 6月11日㈯14時～16時
所東京理科大学野田キャンパス※オンライン会議アプリ「Zoom」に
よる同時配信も行います　対市内在住の方　定 85人(先着順)※
Zoomは250人　費無料
申申込特設サイト(＝二次元コード)から電子申請または東京理科大
学野田統括課地域連携係へメールまたは電話

姉妹都市の能登町・北上市へ行こう!!
親元を離れて学ぶ自然体験ツアー

能登町(小学生対象)

所石川県立能登少年自然の家※生涯学習センター(流山エルズ)集合
対全日程に参加できる市内在住･在学の小学5･6年生
定 30人(多数抽選)
費 5万8,000円程度※うち3万円を市が助成

北上市(中学生対象)

所岩手県北上市および周辺地域※東京駅集合
対全日程に参加できる市内在住･在学の中学生
定 20人(多数抽選)
費 6万3,000円程度※うち3万円は市が助成

【共通事項】
申往復ハガキ(1人1枚)に、住所、氏名(ふりがな)、電話番号、学校名、学年、性別、生
年月日、保護者氏名、返信用に宛名を明記の上、6月7日(消印有効)までに、｢能登の
自然体験学習ツアー参加希望」の方はその希望を明記の上、〠270－0153流山市中
110生涯学習センター(流山エルズ)教育研究企画室へ、｢北上の自然体験学習ツアー
参加希望｣の方はその希望を明記の上、〠270－0192流山市平和台1－1－1市役所
指導課へ郵送または持参
問能登の自然体験学習ツアーについて…教育研究企画室☎7150－8388
北上の自然体験学習ツアーについて…指導課☎7150－6105

日程 概要

7月2日㈯ 事前説明会(保護者･参加児童)　所生涯学習センター(流山エルズ )

7月26日㈫～29日㈮
※3泊4日

・開校式　所生涯学習センター(流山エルズ )※保護者付き添い
・体験ツアー　内カヌー体験、スノーケリングなど
・閉校式　所生涯学習センター(流山エルズ )※保護者付き添い

8月31日㈬まで 感想文の提出

日時 概要

7月2日㈯ 事前説明会(保護者･参加生徒)　所文化会館

8月4日㈭～6日㈯
※2泊3日 内 SUP体験、北上芸能祭りへの参加、中尊寺金色堂の見学など

8月31日㈬まで 感想文の提出

6月1日㈬〜7日㈫
水道ポスター展を開催

　6月1日～7日の水道週間に水道ポスター展の最優秀賞･
特別賞･優秀賞作品22点を展示します。
所市役所(平日のみ)および流鉄流山線の車両内
問経営業務課☎7159－5370

1002082

令和3年度水道ポスター展
中学校の部 最優秀賞:八木中学校
２年(受賞当時)･下田理織子さんの作品

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
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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 1616 5353 99 3030

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

44,58244,582 46,06046,060 90,64290,642

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3月） （令和4年3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

集まれ ! 小学生 ! 
小学生のための

運動教室

5月28日、6月25日、7月30日、
8月27日、9月24日の土曜

9時 30分～
10時 30分

各 1,000円 
対小学 1～4年生 

持上履き、飲み物、
タオル、マスク 
※要申し込み

親子体操
ワークショップ

5月28日、6月25日、7月30日、
8月27日、9月24日の土曜 11時～12時

各 800円
(兄弟 1人につき

200円追加 ) 
対 3歳～6歳の

お子さんと保護者 
持タオル、飲み物、

マスク 
※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：6月 1日㈬ 
②ワード入門：6月2日㈭ 

③エクセル入門：6月10日㈮ 
④ワード基礎：6月 6日㈪ ･7日㈫ 

⑤エクセル基礎：6月 13日㈪ ･14日㈫ 
⑥ワード応用：6月 20日㈪ ･21日㈫ 

⑦エクセル応用：6月 27日㈪ ･28日㈫

10時～12時

①～③ 2,500円 
④～⑦各 2,500円 

(教材代別途 ) 
※要申し込み

「宮澤賢治・
水上勉」

朗読劇ワーク
ショップ

6月 13日 ･27日、7月 4日 ･11日 ･25日、
8月 1日 ･8日 ･22日 ･29日、

9月 5日の月曜、9月 9日㈮ ･10日㈯
※ 10日は発表公演

13時～16時

1万2,240円(全12回) 
定 10人※台本代込 

持筆記用具 
※要申し込み

生涯学習センター（流山エルズ）の講座

講座・イベント
★南流山センターの講座･イベント

①スマイルヨガ de 気持ちもリフレッ
シュ!
　笑いを取り入れた全身運動をして、気
持ちをリフレッシュしませんか。赤ちゃ
ん連れの親子からシニアまで大歓迎で
す。
日6月1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
　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6月6日㈪･20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20人(先着順)

★は市または指
定管理者などの
主催のもの

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
③シニア活

い

き活き健康体操　座ってで
きる3B健康体操
日6月10日㈮･24日㈮15時～16時
講 (公社)日本3B体操協会公認指導者･小
谷野裕美さん
定各50人(先着順)
費各300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

★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6月3日㈮13時30分～15時30分
所野々下福祉会館
講グリーフカウンセラー･金山美智子さん
対市内在住･在勤･在学の方
定5人(先着順)　費300円(資料代)
申5月22日9時から電話
問野々下福祉会館☎7145－9500

1035517

★初めての書道教室　誰でも書け
るやさしい書道

　初心者向けのやさしい書道教室です。
日6月11日㈯13時30分～15時30分
所十太夫福祉会館
講書道講師･宇都進一郎さん
対市内在住･在勤･在学の方
定 10人(先着順)　費無料
持飲み物、マスク、書道用具(お持ちの方
のみ)
申 5月22日9時から電話または直接窓
口へ
問十太夫福祉会館☎7154－5254

1034401

★博物館寺子屋講座 考古学入門　
考古学って何だろう?

日6月18日㈯13時30分～15時
所中央図書館　定14人(先着順)
費無料　持マスク
申5月22日10時から博物館に電話
問博物館☎7159－3434

1036097

★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6月20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
持動きやすい服装、ヨガマット、タオル、
飲み物、マスク着用
申5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

1034545

資格
令和4年度前期ビジネス･キャリア検定試験

　国が定める基準に基づき、職務を遂行
する上で必要となる知識の習得と実務
能力の評価を目的とした試験です。詳
細はお問い合わせください。
▷試験日＝10月2日㈰
▷受付期間＝7月15日まで　
問 千葉県職業能力開発協会☎043－
296－1150

会議
★国民健康保険運営協議会

日 5月27日㈮13時15分から
所市役所
内令和4年度流山市国民健康保険実施計
画　ほか
問保険年金課☎7150－6077

その他
無料･創業プラン作成スクール(全4
回)(千葉県信用保証協会主催)

　経験豊かな中小企業診断士が講師と
なり、創業計画の作成をしっかりとサ
ポートします。最終日には創業経験者
による講演も行います。申し込み方法
など詳細は、同協会ホームページをご覧
ください。
日 7月2日･9日･16日･23日の土曜
所習志野市役所
定 30人(多数選考)
費無料
申 5月23日から千葉県
信用保証協会のホームページから電子
申請
問同協会☎043－311－5001
FAX 043－221－8424

　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

■スクエアダンス体験会(おおたかSmile Mates
主催)＝5月25日㈬、おおたかの森センター。6
月1日㈬、初石公民館。いずれも13時～14時
30分。無料※要申し込み問中河原☎7154－
4372
■第7回野草写真展「こんなに素敵な野草たち」
(野草フォトクラブ19主催)＝5月24日㈫～29
日㈰9時～17時(24日は13時から、29日は16
時まで)、柏の葉公園センター。無料問山本☎ 
090－8312－8827
■赤沼えみ子の三

さん

歩
ぽ

展(ギャラリーもみの木主
催)＝5月30日㈪～6月5日㈰10時30分～16
時30分、ギャラリーもみの木(おおたかの森北
2)。 無料問海老沼 ebi.f1325@ymobile.
ne.jp
■「気ままな水彩画」スケッチ展＝6月1日㈬～
15日 ㈬9時 ～17時(1日は13時 から、15日 
は16時まで)、南流山センター。無料問鬼頭 
☎7159－7876
■ハワイアンフラ･ハワイアン親子フラ(フラ ハー
ラウ  オーラパ主催)＝6月4日㈯･11日㈯10時～
11時、6月25日㈯17時～18時、6月7日･14日･21

しみんの伝言板

イベント

日の火曜18時30分～20時、いずれも十太夫
福祉会館。無料※要申し込み問桑原☎090－
1850－6198
■流山フィルハーモニー交響楽団第59回定 
期演奏会（市教委後援）＝6月5日㈰14時～16
時、文化会館。費1,000円問小林☎090－
8744－1570
■元気の出る歴史人物講座「元

げん

寇
こう

に対した
人々」(日本の心を育む会･東葛主催)＝6月5日
㈰14時～16時、我孫子市生涯学習センタ－(ア
ビスタ)。費1,000円※高校生以下無料問岩渕
☎090－4847－0400
■第34回書人協会展（市教委後援）＝6月9日㈭
～12日㈰9時～17時(12日は16時まで)、生涯
学習センタ－(流山エルズ)。 無料問 坂本 
☎7154－3204
■東葛水彩会の｢無料体験会｣＝6月14日 
㈫･28日㈫10時～12時、柏の葉公園センタ－。
無料※要申し込み問佐向☎7147－9510
■まちなか探検隊:新川自然教室 野草をさがそ
う (新川まちづくり協議会主催)＝6月19日㈰9
時～12時、北部公民館。無料※要申し込み。
荒天中止問 狼☎090－8740－5675
■川畠成道ヴァイオリンコンサ−ト(松戸友の
会主催)＝6月25日㈯14時から、スタ－ツおお
たかの森ホ－ル。費4,000円※要申し込み 
問事務局 matudotomonokai@gmail.com
■わたなべまゆみのハ−トフルコンサ−ト Vol.8 
(柏の葉ACクラブ主催、市教委後援）＝7月3日
㈰14時～16時、柏の葉カンファレンスセンタ－。
費2,000円※要申し込み問中村☎080－ 
5963－4567



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

●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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123456789

令和4年

毎月1日・11日・21日発行
No.1642

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
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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 6月12日㈰10時～15時
所一茶双樹記念館
費 510円(お茶とお菓子付き)
定20人(先着順)
申電話
問一茶双樹記念館☎7150－5750

問ふるさと納税によるウクライナへの人道支援寄附金について… 1007107

日本赤十字社によるウクライナ人道危機救援金について… 1034410

新型コロナワクチン4回目接種開始
対象者は60歳以上の方と

基礎疾患をお持ちの18歳〜59歳の方です

ウクライナの方々への支援
使い道によって窓口が異なりますのでご注意を

流山本町の歴史が刻まれた建築物
国登録有形文化財 秋元家住宅土蔵の内部をさぐる

　新選組局長・近藤勇が最後に陣を敷いた近藤勇陣屋跡の
裏に建つ｢秋元家住宅土蔵｣は、平成30年5月に国登録有
形文化財となりました。
　この土蔵は、流山本町にあった呉服｢三河屋」の蔵を秋元
藤之助家が買い取り、現在地へ移築したものです。蔵の中
には、明治から大正･昭和と本町界

か い

隈
わ い

がにぎわっていた頃の民俗資料も多く存在し、白み
りん醸造で栄えた本町の歴史が刻まれた建築物としても重要なものです。 
　平成30年10月には、同家から市へ建物が寄贈され、現在、内部の活用を図るための
保存･修復を進めています。この土蔵の調査に携わった市立博物館学芸員による土蔵
の内部について解説をうけた後、通常、外側観覧のみとなっている秋元家住宅土蔵の内
部も含め、現地で見学をします。
日 6月5日㈰10時～12時(9時集合)、14時～16時(13時集合)
所流山おおたかの森駅前観光情報センター集合
定各10人(先着順)
費各300円(保険代)※交通費実費
申 5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

　ウクライナへの人道支援寄附などについて、ご協力ありがとうございます。市では、
別表の方法で寄附金、救援金の募集を行っています。

　令和5年1月22日に開催する市民音
楽祭の参加団体を募集します。市民音
楽祭は、企画から当日の運営まで市民
が行う手作りの音楽祭として親しまれ、
今回で33回目を迎えます。市内で音
楽活動を行っている皆様が市民に練習
の成果を披露していただく絶好の機会
となりますので、ぜひご参加ください。
日令和5年1月22日㈰
所文化会館
▷応募資格＝市内で音楽活動を行い、発表に伴う準備･進行などができる団体
定20団体(多数抽選)
▷音楽の種類＝声楽･器楽によるアンサンブルなど、曲目のジャンルは自由※音響機器
の設営が必要なものは参加者自身がセッティングできるものに限る
▷演奏時間＝1団体10分以内(舞台への入退場およびセッティング時間を含む)
費無料
申市役所生涯学習課で配布の申込書(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、6月17日までに生涯学習課へ持参※土･日曜、祝日を除く
問生涯学習課☎7150－6106

1001704

あなたの音楽を
市民に届ける機会に
市民音楽祭の参加団体を募集

使い道 名称 方法 受付期間 問い合わせ先

市内の避難民への
支援のため

（注１）

ふるさと納税による
｢ウクライナへの

人道支援寄附金｣

①ふるさと納税サイト
｢ふるさとチョイス｣から申し込み

（注2）
②市役所企画政策課で配布の

寄附申出書（市ホームページから
ダウンロードも可）を
企画政策課へ郵送
または直接窓口へ

8月31日
まで

企画政策課
☎7150－6064

ウクライナ国内
および

周辺国への
支援のため

日本赤十字社による
｢ウクライナ

人道危機救援金｣

市役所受付に
設置している募金箱

および市役所
社会福祉課窓口へ（注3）

9月30日
まで

社会福祉課
☎7150－6079

注1：多くの寄附をいただいた場合は、ウクライナ国内および周辺国への支援にも役立てます。
注2：住民登録がある自治体に寄附する場合、お礼の品の伴う寄附ができません。そのため、流山市民の方が流山
市へふるさと納税する場合は、「お礼の品なしの寄附」からお申し込みください。
注3：確定申告等のために領収書が必要な方は、社会福祉課までお越しください。

利根運河交流館のイベント
利根運河の日 記念展
　6月18日で通水132年を迎える利根運河の昔の写真と地図を運河駅ギャラリー(運
河駅自由通路内)に展示します。利根運河の歴史を感じてみませんか。また、利根運
河交流館では、ギャラリーよし代表・小坂義弘さんのスケッチと陶芸家・吉岡忠介さん
の利根運河をテーマとした作品を展示します。
日 5月24日㈫～6月19日㈰9時～17時　費無料
うんがいい! 朝市＆花市
　今回のうんがいい! 朝市は、オランダの花市をモチーフ
にしたフラワーマーケットがテーマです。他にも近隣農家
の新鮮野菜、手作り雑貨、地域商店の和洋菓子、フードドラ
イブ、キッズコーナーなどがあります。なお、会場には飲食
コーナーはありません。テイクアウトにご協力ください。
日 5月28日㈯9時～12時※雨天中止
所運河水辺公園

【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)

　5月下旬から4回目接種が始まります。4回目接種は60歳以上の方と、基礎疾患がある 
18歳～59歳の方が対象となり、3回目接種完了後、5カ月以上の間隔をおいて接種することと
されています。使用するワクチンの種類は武田/モデルナ社またはファイザー社ワクチンです。
接種券について

①60歳以上の方
　3回目接種を1月までに終えた方には5月下旬に、2月以降に終えた方には3回目接種
日から5カ月が経過する頃に4回目接種用の接種券を郵送します。
　3回目接種後に流山市に転入した方など、接種後5カ月を経過しても接種券が届かない
方は、接種券の発行を申請する必要があります。詳細は、市ホームページをご覧ください。
②18歳～59歳の方
　18歳～59歳の方全員に、3回目接種日から5カ月経過する頃にお知らせハガキを郵送
します。ハガキに記載している基礎疾患等をお持ちの方で、4回目接種を希望する方は、
ハガキをご覧のうえ、接種券の発行をお申し込みください。
3回目接種を受けていない方へ

　1、2回目や3回目の接種を受けていない方は、引き続き予約をお取りいただけます。
問流山市新型コロナワクチン接種コールセンター ☎0120－586012
新型コロナワクチン接種について… 1032785

接種券について… 1031064

新型コロナワクチン4回目接種について… 1036122

新型コロナワクチン3回目接種状況

※前回（5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。

（5月15日現在）

12歳～64歳（130,677人） 65歳以上（46,965人） 全体（177,642人）
69,917人／53.5％

（＋5,566人／＋4.3ポイント）
41,846人／89.1％

（＋363人／＋0.8ポイント）
111,763人／62.9％

（＋5,929人／＋3.3ポイント）


