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子育て世帯生活
支援特別給付金

市では子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について、国から方針が示されたことから、令和4年4月分の児童扶養手
当を受給している世帯には、6月10日に子ども1人当たり5万円の給付を行います。問子ども家庭課☎7150－6082　 1036281

主な内容

オンラインタウンミーティング……………………… 2面
国民健康保険料の納入通知書……………………… 3面
令和4年度から現況届の提出が原則不要に……… 4面
6月15日から特定健康診査………………………… 5面

渡辺香津美 with 奥村愛ストリングス
6月8日10時から
チケット販売開始………………… 8面

　3月1日、市と電動キックボード「BIRD」
の国内シェアリングサービスを手掛ける
BRJ株式会社は「電動キックボードを活用
した観光まちづくりに関する連携協定」を
締結しました。連携協定に基づき、6月中
旬から国の認定を受けた実証実験を流山
本町で実施する予定です。まちの周遊手
段としてぜひご利用ください。
問流山本町・利根運河ツーリズム推進課
☎7168－1047　 1036226

　4月に道路交通法の一部が改正され、2年以内に16歳以上の
方は運転免許不要でヘルメットの着用が努力義務となる予定
の電動キックボード。市では、改正法の施行を前に、BRJ株式
会社と連携して、電動キックボードシェアリングサービスの実
証実験を実施します。電動キックボードは別表の3カ所に設
置され、流山本町の指定エリア内でご利用できます。

▷実施期間＝6月中旬から※国の認定手続きの状況により前
後する可能性あり。期間中は6時〜22時（予定）で利用可
▷利用料金＝利用開始料金100円。以降1分10円
▷支払い方法＝専用アプリ内で支
払い方法を設定(クレジットカー
ド決済のみ)し、支払い

　「BIRD」に乗って機動性やスピードを体験してみませんか。初めての方でもスタッ
フが丁寧に乗り方を教えてくれます。
日6月19日㈰12時〜17時※雨天時は6月25日㈯に延期
所流山キッコーマン㈱駐車場
問流山本町·利根運河ツーリズム推進課☎7168－1047

実証実験前に実施した試乗体験会の参加者の声

①二次元コードまたは「Google…Play」「App…Store」から専用アプ
リをダウンロード
②利用者情報(運転免許証、支払い方法（クレジットカード）)を登録
③専用アプリを立ち上げ、ポートに設置されている電動キックボー
ド本体の二次元コードを読み取り、ロックを解除
④手元のアクセルとブレーキを操作するだけで簡単に指定エリア
内を周遊
⑤いずれかのポートに返却し、駐車時の写真を撮影

◦運転免許証を忘れずに
　電動キックボードの車両区分は「小型特殊自動車」です。ご利用の際は、小
型特殊自動車を運転できる免許証(小型·大型特殊自動車免許、普通·準中型·中
型·大型自動車免許、普通·大型二輪免許)を携帯(注 )してください。なお、ヘ
ルメットの着用は任意です。
注 :原動機付自転車免許ではご利用できません。
◦電動キックボードは車両です
　電動キックボードは自転車やバイクと同じ扱いです。法令により、飲酒運
転や二人乗りは禁止されています。なお、車道·自転車専用通行帯のみ走行で
きます。
◦エリア内のみ走行可
　流山本町を最高速度時速15㎞で走行できる設定となっており、通行禁止エ
リアや指定エリア外では自動停止します。
◦事故·盗難時の対応
　万が一事故に遭われた場合、速やかに110番や119番に通報してください。
また、車体の盗難やトラブルなどがあった際の対応方法は、専用アプリ内ヘル
プセンターでご確認ください。

齋藤 壮希さん（三輪野山在住）
　スムーズな加速が楽しい乗り物だと思いました。自転車

と原付のいいとこ取りのような乗り心地で面白かったです。

鈴木 みつさん（流山在住）
　最初は不安な気持ちがありましたが、慣れてくると安定して

乗れるようになりました。これをきっかけに流山本町を訪れる

人が増え、活気が出るといいなと思います。

乗り方の
詳細はコチラ

専用アプリ

電動キックボード「BIRD」試乗体験会を開催
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　　実証実験の
　　エリア
  ★  ポート設置
　　予定場所

ゆったりとしたスピードで街中をスイスイ

電動キックボード「BIRD」で
　　　流山本町を周遊しませんか

電動キックボードシェアリングサービスの実証実験

実証実験期間中の利用上の注意点

利用方法

　最先端のテクノロジーで安心·
安全に利用できる電動キックボー
ド。世界最大手のシェアリング
サービスを展開しています。

BIRDとは?

※6月1日現在。順次増設予定。設
置場所·設置台数の最新情報は
専用アプリで確認 ※通行禁止エリアや指定エリア外では自動停止

100円＋150円（15分×10円）
＝250円

15分利用した場合の料金例
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　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7月9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☎7159－9981FAX 7178－8555　 1000831

　高齢の方の日常生活を支援するために必要なことを学びます。研修終了後、市の
指定する訪問型サービスA(注 )の事業所で働くことができます。
注 :要支援や事業対象の高齢者宅を訪問し、調理や掃除などの家事援助を行います。
日7月6日㈬13時〜16時35分、7日㈭13時〜15時20分※各回30分前から受け付け
所市役所
対2日間とも参加できる市内在住または市内の訪問型サービスAの事業所で働く意
思のある近隣市の方　定15人(先着順)　費無料
持筆記用具、動きやすい服装·靴、飲み物
申氏名、生年月日、電話番号を明記の上、市役所高齢者支援課へファクスまたは電話
問高齢者支援課☎7150－6080FAX 7159－5055　 1000822

　認知症などで判断力に支障を来すと、日々の金銭管理や契約が難しくなったり詐
欺などの被害に遭ったりする恐れがあります。成年後見制度はそのような場合に権
利を守る仕組みです。この機会に法律と福祉の専門家に相談してみませんか。
日6月20日㈪13時〜15時55分※1組40分以内
所東部公民館
対市内在住・在勤・在学で今後成年後見制度の利用を考えている方やその家族、介護
従事者など　定4組(先着順)※制度利用者本人が市民の方を優先　費無料
申成年後見推進センターに電話、ファクスまたはメール
問成年後見推進センター☎7157－1275FAX 7159－4736
koukensuishin@nagareyamashakyo.com

　市長が市民の皆さんと一緒に流山の未来について語り合う、タウンミーティング
を開催します。今回は、オンライン会議アプリ「Zoom」を利用した開催となります。
この機会にぜひご参加ください。
日7月2日㈯10時〜12時
対パソコンやタブレットなどを所有し、十分な通信環境でオンライン会
議アプリ「Zoom」を利用できる方　定20人(多数抽選)
申6月16日までに市ホームページから電子申請
問秘書広報課☎7150－6063　 1027759

　市では、別表の条件を満たし、市登録手話通訳者·要約筆記者となった方に、講座や
試験に要した費用を助成金として支給します。申し込み方法など詳細は、市役所障
害者支援課へお問い合わせください。

　市民活動推進センターの運営により幅広く市民の声を反映するために、同セン
ターの運営状況を評価し、課題を共有しながら運営の見直しについて柔軟に協議す
る市民活動推進センター運営協議会委員を募集します。
▷募集人数＝3人以内　▷募集要件＝平日の会議に参加できる市内在住の方
▷活動内容＝年3回程度の会議　▷報酬＝無償
▷任期＝委嘱日から令和6年3月31日まで
▷応募方法＝指定の応募用紙に必要事項を明記の上、6月25日(必着)までに〠270－
0153流山市中110市民活動推進センターへ郵送、メール、ファクスまたは持参
問市民活動推進センター☎7150－4355FAX 7150－8878
na-shimin@machikatsu.co.jp

コミュニティ課☎7150－6076　 1036203

　令和4年度の更新手続き対象の方へ、案内を送付しています。内容をご確認の上、
申請期間にご注意ください。また、更新にあたって医療意見書の作成が必要となり
ますが、有効期間は記入日から3カ月以内です。なお、新型コロナウイルス感染症予
防のため、郵送での申請にご協力をお願いします。
▷申請期間＝有効期間が9月30日までの方 :6月1日〜7月19日(国民健康保険組合
に加入している方、住民税が非課税または保険証に変更があった方は6月20日まで)、
そのほかの方 :送付した案内に記載されている申請期間をご確認ください。
問松戸保健所(松戸健康福祉センター)地域保健課☎047－361－2138

対初めて市登録手話通訳者となった方など※登録後、市が指定する活動に2回以上従
事する必要があります。
問障害者支援課☎7150－6081FAX 7158－2727　 1035611

認知症になっても安心して暮らせる
街づくりのために

高齢者のお困りごとにあなたの力を

皆さんが安心して暮らす権利を守るために
7月2日㈯にZoomで開催

登録に要した費用を助成

みなさんの声を生かして
より利用しやすいセンターに

申請期間にご注意を

認知症サポーター養成講座

生活支援サービス従事者研修
（全2回）

専門職による成年後見･遺言･相続
無料個別相談会

オンラインタウンミーティング

流山市登録手話通訳者·要約筆記者
として活躍しませんか

市民活動推進センター運営協議会
委員を募集

令和4年度千葉県小児慢性特定
疾病医療受給者証の更新手続き

区分 条件 助成額

手話通訳者

手話通訳士の資格を持っている 2万円
市内で開催される手話奉仕員養成講座前期課程および後期課
程を経て、千葉県が実施する手話通訳者養成講座Ⅰ·Ⅱ·Ⅲを受
講し、手話通訳者全国統一試験に合格している

2万5,000円

要約筆記者 千葉県が実施する要約筆記者養成講座前期課程および後期
課程を受講し、全国統一要約筆記者認定試験に合格している 1万円

文化が結ぶ 地域のきずな
日6月3日㈮〜12日㈰　所さわやかちば県民プラザ(柏市)
◆オープニングセレモニー
日6月4日㈯13時から　▷出演＝野田市室内管弦楽団
◆各種発表

◆ワークショップ※日時など詳細は市ホームページをご覧ください。
内クラシックバレエ、ジャズダンス、ヨガ、伝統芸能、詩吟、日本舞踊　など
申電子申請
問生涯学習課☎7150－6106　 1033204

東葛飾文化祭事務局 ryubunkyo@gmail.com

◆各種催し物

第22回東葛飾文化祭
 in 県民プラザ

期日 時間 内容

6月4日㈯
13時～17時50分 クラシックバレエ、ジャズダンス　など

14時30分～15時30分 ピアノハーモニー

6月5日㈰ 13時～18時
日本舞踊、新舞踊

ハワイアンサウンズ·フラ

6月11日㈯
13時～13時50分 コーラス

13時～15時20分 太鼓、ゴスペル

6月12日㈰
13時～16時20分 三曲、民謡、詩吟

13時～17時20分 西馬音内音頭、万作音頭　など

期日 時間 内容
6月3日㈮～7日㈫ 9時～18時

※最終日は16時まで
写真･俳句展示

6月9日㈭～12日㈰ 華道･書道･絵画展示

6月5日㈰ 11時～15時
茶会

6月12日㈰
10時～15時

9時～16時30分 囲碁大会

　市職員と市に登録した耐震診断士が出張して相談に応じます。耐震診断士による
技術的な相談や市職員による耐震診断·改修の補助金の説明なども行います。なお、
その場で耐震診断は行いません。
日6月14日㈫〜23日㈭9時〜15時(平日のみ)※1件50分程度
対次の全てを満たす木造住宅①自ら所有し、居住している②昭和56年5月31日以前
の建築③在来軸組工法④地上階数が2階以下で一戸建て　定30人程度(先着順)
費無料　申ご自宅の図面をご用意の上、市役所建築住宅課に電話
問建築住宅課☎7150－6088

住まいの不安をこの機会に解消しませんか
出張耐震相談のご活用を
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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

　個人納付(普通徴収)を行う方や公的年金から天引き(特別徴収)される方へ、市·県
民税納税通知書を6月10日に発送します。
　なお、新型コロナウイルス感染症の影響で、申告書などの内容の反映が当初の市·県
民税や国民健康保険料の計算に間に合わない場合があります。該当する方には申告
内容の確認ができ次第、税額変更などの処理を行い、通知書などでお知らせします。

　すでに公的年金から特別徴収となっている方は、前年の税額を基に、4月·6月·8月
支払い分の年金から仮徴収(特別徴収)し、10月·12月·令和5年2月支払い分の年金
から、残りの税額の3分の1ずつを本徴収(特別徴収)で納めていただきます。

　令和4年4月1日現在、65歳以上の公的年金受給者で介護保険料が年金から特別徴
収され、なおかつ年額18万円以上の老齢基礎年金や退職年金を受給されている方が
対象となります。
　対象となった方は、年税額の4分の1ずつを第1期(6月30日期限)·第2期(8月31
日期限)に普通徴収(納付書や口座振替)で納めていただき、残りの税額の3分の１ず
つを10月·12月·令和5年2月支払い分の老齢基礎年金などから特別徴収で納めてい
ただきます。
　また、令和4年4月1日現在、65歳未満の方で給与所得と年金所得があり、その両方
から税額が生じ、給与所得に係る税額を特別徴収されている方は、原則として公的年
金所得から生じる税額も給与所得に係る税額に加算し、給与から特別徴収されます。
問市民税課☎7150－6073

　今年度(4月〜令和5年3月)分の納入通知書・決定通知書を発送します。保険料は
令和3年中の総所得金額等から算出されます。詳細は、通知書に同封する案内文をご
覧ください。

　1期〜4期を納付書で納付し、10月から特別徴収になります。なお、特別徴収の方
で、6月の通知後に特別徴収に該当しない事由が発生した場合や保険料額に変更が
あった場合は、改めて納付書を送付します。
　また、年度途中で世帯主が75歳になり後期高齢者医療制度に移行する場合など年
度当初から特別徴収に該当しないと判明している場合は、納付書での納付となります。

【口座振替への切り替えを】
　普通徴収での保険料の納付は原則として口座振替の利用をお願いしています。保
険料の納付は便利で納め忘れのない口座振替への切り替えにご協力ください。
　納入通知書にある「預貯金口座振替依頼書」を市役所保険年金課に郵送していただ
くことで口座振替の手続きができます(申し込みから開始まで約2カ月かかります）。
特別徴収の対象世帯でも口座振替へ変更できます。

1000554

【健康保険の重複加入にご注意を】
　就職などにより社会保険などに加入された方は、国民健康保険被保険者資格喪失
届が必要です。国民健康保険の喪失が必要な方全員分の、①現在加入されている社
会保険などの健康保険証の写し②流山市国民健康保険被保険者証(既に破棄してい
る場合は不要)③個人番号(マイナンバー)が分かるものをお持ちの上、郵送または市
役所保険年金課・各出張所で手続きしてください。詳細は市ホームページをご覧く
ださい。

1000558

　新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少などにより、保険料の納付が
困難な方は保険料の減免・猶予が受けられる場合があります。詳細は、納入通知書・
決定通知書に同封の案内をご確認ください。

1025821
問保険年金課☎7150－6077

　年金が年額18万円未満の方など特別徴収以外の方が該当になります。介護保険
料納入通知書に記載の金融機関、コンビニエンスストアなどで納付してください。

　老齢・退職・障害・遺族年金のいずれかが、年額18万円以上の方が該当となり、年金
から介護保険料が差し引かれます。金額は介護保険料額決定通知書でご確認くださ
い。※年額18万円以上受給している方でも、普通徴収の対象となる場合があります。

　年度の途中(8月または10月)から特別徴収が開始される方には、介護保険料納入
通知書兼特別徴収開始通知書を送付します。特別徴収が開始されるまでは、納入通
知書で納付してください。
問介護支援課☎7150－6531　 1000797

　子育て世帯の負担軽減を図るため、未就学児の均等割は5割軽減となります。

　法令改正により、医療分(医療費の財源となる保険料)に係る賦課限度額が63万円
から65万円に、後期高齢者医療支援金分(後期高齢者医療制度を支えるための財源
となる保険料)に係る賦課限度額が19万円から20万円に引き上げられました。

　65歳以上の方(第1号被保険者)へ、今年度の介護保険料の納入通知書または決定
通知書を発送します。
　普通徴収(銀行などの窓口や口座振替で支払い)の方には、介護保険料納入通知書
を6月16日に、特別徴収(年金からの引き落とし)の方には、介護保険料額決定通知書
を6月17日にそれぞれ発送します。
　なお、市役所介護支援課では、新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料
の納付が困難な方の相談を随時受け付けています。

　市では良好な景観を形成するための啓発活動の一環として流山市景観賞を実施
し、市の景観形成に貢献していただいた建築物などを表彰しています。なお、これま
での表彰作品など詳細は市ホームページでご覧ください。
問都市計画課☎7150－6087　 1032925

6月10日に発送
6月15日に発送

6月16日·17日に発送

景観の創出にご協力を

市·県民税普通徴収の
納税通知書

国民健康保険料の納入通知書

介護保険料の納入通知書

流山市景観賞受賞作品を
市ホームページで紹介

今年度から特別徴収(年金から天引き)に該当する世帯

国民健康保険料の減免・猶予

普通徴収に該当する方

特別徴収に該当する方

特別徴収・普通徴収併用の方

令和4年度より未就学児の均等割が5割軽減

公的年金から特別徴収となっている方

今年度から初めて公的年金からの特別徴収となる方

令和4年度より賦課限度額が3万円引き上げ

工事完了後3カ月以内に申告を

住宅の改修による
固定資産税の減額

　別表の要件に適合する住宅の改修を行った場合、固定資産税が減額されます。い
ずれも工事完了後3カ月以内の申告が必要です。

問資産税課☎7150－6074

耐震改修
1000496

バリアフリー改修
1000497

省エネ改修
1000498

工
事
内
容

建築基準法などの現行耐震
基準に適合した耐震改修工
事

廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、
浴室・トイレの改良、手すりの取
り付け、床の段差解消、引き戸
への取り替え、床表面の滑り止
め改修工事

窓の断熱改修工事(二重サッシ·
複層ガラス化など。必須)と併せ
て行う床·天井·壁の断熱改修工
事、太陽光発電装置·高効率空
調機·高効率給湯器もしくは太陽
熱利用システムの設置工事

要
件

・昭和57年1月1日以前から
所在している住宅
・令和6年3月31日までに工
事が完了
・耐震改修費用が50万円超

・新築された日から10年以上経
過した住宅
・令和6年3月31日までに工事
が完了
・住宅耐震改修軽減が適用さ
れていない
・以前に本減額の適用を受け
ていない
・住宅の床面積が50㎡以上280㎡
以下である
・賃貸住宅でない
・改修補助金を除く自己負担費
用が50万円超
・65歳以上の方、要介護·要支
援認定の方または障害者の方
のいずれかが居住する住宅

・平成26年4月1日以前から所在
している住宅
・令和6年3月31日までに工事
が完了
・以前に本減額の適用を受け
ていない
・住宅の床面積が50㎡以上280㎡
以下である
・賃貸住宅でない
・改修費用(補助金などを除いた
自己負担金額)が60万円超※断
熱改修工事に係る費用が60万円
超、または断熱改修工事に係る
費用が50万円超であって、太陽
光発電装置・高効率空調機・高効
率給湯器もしくは太陽光熱利用
システムの設置工事に係る費用
と合わせて60万円超
・新築住宅、認定長期優良住宅、
耐震住宅に対する減額適用期
間でない
・当該住宅の居住部分の床面
積が、総床面積の2分の1以上

減
額
範
囲

1戸当たりの床面積120㎡相
当部分の固定資産税額の2分
の1（長期優良住宅の認定を
受けた改修または通行障害
既存耐震不適格建築物に該
当する改修の場合、翌年度分
は3分の2、翌々年度分は2分
の1）

1戸当たりの床面積100㎡相当
部分の固定資産税額の3分の1

1戸当たりの床面積120㎡相当
部分の固定資産税額の3分の1
（長期優良住宅の認定を受けた
改修の場合は3分の2）

減
額
期
間

工事完了の翌年度分(1～3月は翌々年度分)

添
付
書
類

・増改築等工事証明書また
は住宅耐震改修証明書
・工事前後の写真
・領収書
・工事内訳書
・長期優良住宅認定通知書
の写し(長期優良住宅の認定
を受けた改修の場合）
・耐震診断結果報告書の写し
(通行障害既存耐震不適格建
築物に該当する改修の場合）

・居住者に対する要件を満たし
ていることが確認できる書類の
写し
・工事前後の写真
・領収書
・工事内訳書
・改修補助額が分かる書類

・増改築等工事証明書
・工事前後の写真
・領収書
・工事内訳書
・長期優良住宅認定通知書の
写し(長期優良住宅の認定を受
けた改修の場合）
・改修補助額が分かる書類
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親子でわくわくクッキング
　畑の先生のお話を聞いてお弁当を作り
ます。
日6月15日㈬10時〜13時30分
所南流山センター　対小学生の親子
定6組(先着順)　費600円　持お弁当箱、
エプロン、三角巾、筆記用具
申保健センターに電話
問保健センター☎7154－0331

折り紙教室
日①6月18日㈯②6月19日㈰いずれも
13時30分〜15時30分　所①平和台福
祉会館②南流山福祉会館　内①コマ、カ
エル、ハト②ティラノサウルス、プテラノド
ン　対①市内在住・在勤・在学の小学生以
上の方※低学年は保護者同伴②小学生
以下のお子さんとその保護者　定①16
人②10組(いずれも先着順)　費①200
円(材料代)②400円(材料・飲み物代)
持はさみ、のり、ピンセット、マスク
申6月2日9時から電話または直接窓口へ
問①平和台福祉会館☎7158－4264

1035449

②南流山福祉会館☎7150－4320
1035859

親子星空探検隊 夏の星座(全2回)
天体の知識を深めよう
　プラネタリウムの解説員·唐崎健嗣さん
をお招きし、ハイアマチュアの天体望遠鏡
を使って月や惑星を観望します。8月は、

倍率15倍の天体望遠鏡を手作りして観望
会を行います。
日7月1日㈮、8月5日㈮19時〜20時30
分　所おおたかの森センター
対5歳以上のお子さんとその保護者※中
学生以上は1人での参加も可。未成年は
要送迎　定15組(先着順)　費5,500円
※申し込み時から材料代としてキャンセル
料（2,500円）が発生
申電話または直接窓口へ
問おおたかの森センター☎7159－7031

こそだてI・RO・HA～色葉～
親子遊びで学ぶ子育てのコツ
日7月7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

親子でヨガ　みんなで体を動かそう!
　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7月11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　費無料　持マスク(保護者)、飲
み物、ヨガマット、タオル　申6月2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　 1035616

児童手当を受給している方へ

令和4年度から現況届の提出が
原則不要に

　児童手当法の改正に伴い、令和4年度から現況届の提出が原則不要となりました。
ただし、次の①〜⑤に該当する方は現況届の提出が必要です。市から現況届の書類
を郵送しますので、期限までに提出してください。

※提出がない場合、6月分以降の手当の支給が遅れる、または受けられなくなる可能
性があります。
▷提出方法＝6月30日(消印有効)までに、必要書類を同封の返信用封筒で郵送また
は市役所子ども家庭課へ持参(平日のみ)※出張所への提出はできません。

　令和4年10月支給分の手当から新たに特例給付の所得上限限度額が設けられま
す。所得額が特例給付の所得上限限度額を超過する場合には、手当が支給されませ
ん。所得上限限度額などの詳細は市ホームページをご覧ください。

　中学生以下のお子さんを養育している方に、児童手当を支給しています。支給は、
原則として申請した翌月からとなりますので、新たにお子さんが生まれた方や市内
に転入し前住所地で児童手当を受給していた方は、出生日·異動日の翌日から15日以
内に手続きをしてください。
　公務員の方は、勤務先からの支給となります。現在、市から児童手当を受給してい
る方で、新たに公務員になった方や公務員から民間企業(独立行政法人、国立大学法
人を含む)へ転職した方などは、同じく異動日の翌日から15日以内に手続きをして
ください。
問子ども家庭課☎7150－6082　 1001252

申問各児童館・児童センター　 1001236

会場 日程 催し物
駒木台児童館
☎7154−4821

11日㈯ 卓球教室※要申し込み
15日㈬ オニム大会

江戸川台児童センター
☎7154−3015

25日㈯ チャレンジの日

27日㈪ 親子でバランスボール体操(乳児向け) 
定16組(先着順)※要申し込み

赤城児童センター
☎7158−4545

11日㈯ マンカラ大会

29日㈬ 応急手当講習会（乳幼児向け） 
定20組（先着順）※要申し込み

十太夫児童センター
☎7154−5254

18日㈯ 卓球教室※要申し込み
22日㈬ 人形劇（乳幼児向け）　定20組（先着順)※要申し込み

野々下児童センター
☎7136−2510

22日㈬ 応急手当講習会（乳幼児向け） 
定20組（先着順）※要申し込み

29日㈬ 親子ヨガ（乳幼児向け）　定15組（先着順）※要申し込み
思井児童センター

☎7159−5666
11日㈯ ミニドッジ大会
18日㈯ 卓球大会

向小金児童センター
☎7173−9320

24日㈮ 食のおはなし（乳幼児向け） 
定20組（先着順）※要申し込み

25日㈯ 卓球教室※要申し込み
おおたかの森児童センター

☎7150−7331
14日㈫～16日㈭ 父の日のプレゼント作り　

18日㈯ お店屋さんごっこ（小学生向け）※要申し込み

児童館・児童センター　6月の催し物

赤ちゃんといっしょ(全3回)

楽しみながらプログラミングの仕組みを学ぼう

親子でソーラーカーを作って走らせよう

子育てママのセミナー

こども未来ラボ(全3回)

市民環境講座

　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、赤ちゃんとの食事について学びます。
日7月4日㈪·11日㈪·22日㈮10時〜11時30分(22日は12時まで)
所初石公民館　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8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、6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」係へ郵送ま
たはファクス
問文化会館☎7158－3462FAX 7158－3442　 1014850

　プログラミングをして、おもちゃのロボットなどを
動かしてみましょう。
日7月2日、8月6日、9月3日の土曜10時〜11時30分
所東部公民館
対中学生以下※小学2年生以下は保護者同伴
定12人(先着順)　費3,000円
持筆記用具、飲み物、マスク
申電話または直接窓口へ
問東部公民館☎7144－2988

　ミニソーラーカーを作って走らせることで、太陽のエネルギーを実感しましょう。
日6月25日㈯13時30分〜15時30分
所生涯学習センター(流山エルズ)
対市内在住の小学3〜6年生の親子　定20組(先着順)　費無料
持500ミリリットルの角形ペットボトル、はさみ、ニッパーまたは爪切
り、セロハンテープ、筆記用具
申6月１日8時30分から電子申請
問環境政策課☎7150－6083　 1002692

●なかよしひろば… …日15日㈬　講ヨガインストラクター·林めぐみさん　
… 内親子ヨガ　定20組(先着順)　持タオル、飲み物、マスク
… 申6月1日9時から電話または直接窓口へ
… 所北部公民館（☎7153－0567）
●たんぽぽのひろば… …日16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）　持マスク　申電話
… 所東部公民館（☎7144－2988）
●おおたかの森ひろば… …日22日㈬
… 内児童館のおもちゃ遊びや親子ふれあい遊び。おもちゃ病院もあり
… 対市内在住の乳幼児とその保護者　定25組（先着順）
… 持マスク　申電話または直接窓口へ
… 所おおたかの森センター（☎7159－7031）

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 （6月）

●ひだまりサロン… 自由に遊んだりおしゃべりしたり。28日はおもちゃ病院もあり。
… 日7日･14日･21日･28日の火曜　所文化会館　
… 定各5組(先着順)　持マスク　申電話
●南流山ぽかぽかサロン……乳幼児連れの親子が自由に交流。ミニイベントはフラダンス。お

もちゃ病院もあり　日16日㈭　所南流山福祉会館　定20組（先着
順）　持バスタオル、マスク　申文化会館に電話

時間はいずれも10時〜11時30分　…費無料
…問文化会館☎7158－3462　 1001275

…時間はいずれも10時〜11時30分　費無料　…問各公民館

【現況届の提出が必要な方】
①配偶者からの暴力などにより、住民票の所在地が流山市と異なる方
②支給要件を満たす児童の戸籍や住民票がない方
③離婚協議中で配偶者と別居されている方
④法人である未成年後見人、施設などの受給者の方
⑤その他、市から提出の案内があった方

令和4年10月支給分の手当から特例給付の所得上限限度額が設けられます

児童手当の申請
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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

【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

【休日夜間第2次救急当番病院】
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2次病院へ紹介させていただく場合があります。

※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
拡大防止のため、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）。

6月15日から特定健康診査　年に１度は体のメンテナンスを献血に
ご協力を 　市内指定医療機関で、特定健康診査などを実施します。健

診内容は、問診·診察·身体計測·血圧測定·血液検査·尿検査な
どです。結果によっては、生活習慣病予防のための保健指導
を無料で受けられます。
▷実施期間＝6月15日㈬〜9月30日㈮※医療機関の休診日を
除く

【同時健診(充実事業）】
　特定健康診査および健康診査の検査項目に含まれていない
項目を、同時健診(充実事業)として特定健康診査と同時に実
施します。
▷検査項目＝血液検査による腎機能検査、貧血検査、心電図検…
査※現在、高血圧·高血糖·脂質異常症の服薬治療をしていな
い方で、医師が心電図検査を必要と認めた方が対象

【風しん抗体検査】
　昭和37年4月2日〜昭和54年4日1日に生まれた男性は、
特定健康診査や事業所の健康診査などと同時に、風しん抗体
検査を受けることができます。希望される方は、クーポン券
を医療機関にお持ちください。
問保健センター☎7154－0331

　新型コロナウイルス感染症の影響に
より、血液の確保が難しくなっていま
す。貴い命を救うため、一人でも多くの
方のご協力をお願いします。
▷献血できる方＝16〜69歳の健康な方
(ただし65歳以上の方は60〜64歳まで
に献血経験のある方)※献血カードがあ
る方はご持参を。200㎖献血は、予定数
に達し次第終了
日①6月12日㈰②6月20日㈪いずれも
10時〜11時45分、13時〜16時
所①イトーヨーカドー流山店（流山9）②市
役所
問千葉県赤十字血液センター
☎047－457－9927
保健センター☎7154－0331

1021546

注1:令和4年4月1日以降に人間ドック·脳ドックを受診または受診予定の方は除く
注2:6月上旬ごろに受診券を送付
注3:保健センターへ連絡の上、申し込み

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）

10日㈮
（歯科･栄養コース）

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。
歯科･栄養コース担当：☎7154ー0331
妊娠～子育てコース担当：☎7170ー0111

24日㈮･30日㈭
（妊娠～子育てコース）

もぐもぐ教室
（予約制）

21日㈫･24日㈮ 保健センター
4～5カ月児の離乳食指導。母子健康手帳持参23日㈭ 南流山センター

28日㈫ 東部公民館

カムカムキッズ
（予約制）

20日㈪ 保健センター 令和3年6～7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、歯ブラシ持参27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、人数を調整し
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4年3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…3日㈮･6日㈪･ 
7日㈫･8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　 10006466月

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、急きょ事業の開催が延期・中止となる場合があります。家族に体調不良の方がいる場合は
参加できません。最新情報は市ホームページ（ 1024487 ）をご覧ください。

健康診査の
種類

対象者
※年齢は令和5年3月31日時点 申し込み 費用

特定健康診査
流山市国民健康保険に継続して
加入している40歳以上75歳未満
の方（注1）

不要（注2）
無料

※令和4年
度のみ

健康診査 千葉県後期高齢者医療制度加入
者（注1）

不要（注2）
※転入された方
で受診希望の方
はお問い合わせ
ください。

無料

健康診査
（市独自健診）

令和4年4月2日以降に流山市国
民健康保険から社会保険に加入
した40歳以上の方で、健診の機
会のない方

必要（注3）
1,000円
※65歳以
上は無料

健康増進法に
基づく
健康診査

40歳以上の方で、国民健康保険·
社会保険などに加入していない
方（生活保護受給者など）

必要（注3） 無料

肝炎ウイルス
検診

①40歳以上5歳刻みの方で過去
に肝炎ウイルス検診を受診して
いない方
②上記以外の40歳以上の方で、
過去に肝炎ウイルス検診を受診
したことがない方

①不要（注2）
②必要（注3）

500円
※健診と
同時に受
診した場
合は300円

 松戸保健所（松戸健康福祉センター）各種無料相談
事業名 実施日（6月） 時　間 問・予約

思春期相談
電話

（予約不要） 平日 9時～17時
☎047−361−2138来所

精神保健福祉相談 2日㈭･20日㈪ 14時～16時
酒害相談 16日㈭ 14時～16時30分

DV相談
電話

（予約不要） 平日

9時～17時

☎047−361−6651
来所 原則金曜

障害者
差別相談

電話
（予約不要） 月・火・木・金曜   ☎047−361−2346

FAX 047−367−7554
来所

　歯と口の健康を保つことは、全身の健康を保つ需要な要素です。歯科疾患は自然治癒
しないため、予防と早期発見が大切です。初期は痛みや自覚症状が少なく進行に気付き
にくいため、年に1回は歯の健康診断を受け、歯の健康管理をしましょう。
▷期間＝令和5年3月31日までに1回
対市内在住の20歳·30歳の方、40歳以上の方、妊娠中の方※千葉県後期高齢者歯科
口
こうくう

腔健康診査(6月1日〜12月28日実施)を受診される方は受診できません。

費500円　持20歳・30歳・40歳・50歳・60歳の方：受診券（郵送済み）、41歳以上の方：住
所と年齢を確認できるもの（保険証など）、妊娠中の方：母子健康手帳と受診券（母子健康
手帳に同封）
申別表の指定医療機関へ電話
問保健センター☎7154－0331

1000676

歯周病検診を実施　歯と口の健康週間

医療機関名 電話
1 ツタモリ歯科医院（西深井） ☎7152－5961
2 横山歯科医院（東深井） ☎7154－1085
3 東深井デンタルクリニック（東深井） ☎7140－4182
4 しばた歯科医院（東深井） ☎7156－1184
5 かわい歯科クリニック（東深井） ☎7128－7366
6 マーブルファミリー歯科クリニック（東深井） ☎7168－0330
7 オーク歯科クリニック（東深井） ☎7136－2332
8 野本歯科医院（こうのす台） ☎7154－6666
9 そよかぜ歯科医院（青田） ☎7157－4182
10 いいづか歯科（江戸川台東） ☎7140－5581
11 高橋歯科医院（江戸川台東） ☎7155－1145
12 さくら歯科（江戸川台東） ☎7156－8211
13 白須賀歯科クリニック（江戸川台西） ☎7152－1355
14 寺沼歯科診療所（江戸川台西） ☎7154－8264
15 J歯科クリニック（美原） ☎7199－9008
16 あさぎが丘歯科医院（中野久木） ☎7156－1182
17 富士見台歯科（富士見台） ☎7152－1811
18 ファミリー歯科医院（西初石） ☎7154－2024
19 初石オーキッズ歯科（西初石） ☎7189－8018
20 松岡歯科医院（東初石） ☎7154－7293
21 平原歯科医院（東初石） ☎7156－1108
22 初石デンタルクリニック（東初石） ☎7152－8140
23 さかい歯科医院（東初石） ☎7155－5082
24 吉田歯科（駒木） ☎7153－1854

25 おおたかの森歯科クリニック
（おおたかの森東） ☎7178－3111

医療機関名 電話

26 おおたかの森ファミリー歯科医院
（おおたかの森東） ☎7128－8884

27 ほんだ歯科医院おおたかの森
（おおたかの森東） ☎7154－5574

28 流山おおたかの森歯科矯正歯科
（おおたかの森東） ☎7128－4108

29 おおたかの森みわ歯科矯正歯科
（おおたかの森東） ☎7136－7587

30 ひがしデンタルクリニック（おおたかの森西） ☎7178－7888

31 東風歯科おおたかの森クリニック
（おおたかの森西） ☎7111－2061

32 流山ハピネス歯科（おおたかの森南） ☎7179－5188
33 からさわ歯科（おおたかの森南） ☎7157－1302
34 あいと歯科（おおたかの森南） ☎7128－7286
35 おおたかの森レブン歯科（おおたかの森南） ☎7157－1348

36 K's歯科･矯正歯科クリニックおおたかの森
（おおたかの森北） ☎7170－1555

37 ここなつ歯科（おおたかの森北） ☎7155－5572
38 たんざわ歯科クリニック（おおたかの森北） ☎7136－1796
39 みわのやま歯科（三輪野山） ☎7136－7648
40 ハーモニーデンタルクリニック（加） ☎7157－8241
41 菊池歯科医院（加） ☎7159－6862
42 石田歯科医院（流山） ☎7159－7774
43 亀田歯科医院（流山） ☎7158－1025
44 中村歯科クリニック（流山） ☎7159－8182
45 すももデンタルクリニック（流山） ☎7197－1847
46 にじいろ歯科クリニック（流山） ☎7159－1818

医療機関名 電話
47 小川歯科医院(平和台) ☎7159－1140
48 岡本歯科医院(平和台) ☎7158－8148
49 西平井デンタルクリニック(西平井) ☎7157－0178
50 鰭ヶ崎歯科(鰭ケ崎) ☎7159－6480
51 たちばな歯科医院(南流山) ☎7158－2922
52 高田歯科医院(南流山) ☎7159－0020
53 みんなの歯科クリニック(南流山) ☎7158－4480
54 おおつか歯科クリニック(南流山) ☎7158－8686
55 北村総合歯科(南流山) ☎7157－3181
56 斉藤歯科医院(南流山) ☎7159－8145
57 南流山駅前歯科医院(南流山) ☎7150－4118
58 みなみながれやま矯正歯科(南流山) ☎7159－6833
59 くるみ歯科医院(南流山) ☎7159－0963
60 寺田歯科医院(南流山) ☎7159－7147
61 ひやま歯科医院(南流山) ☎7159－9533
62 テックナカムラ歯科(南流山) ☎7158－8611
63 南流山プラネット歯科クリニック(南流山) ☎7197－6629
64 宮園歯科医院(宮園) ☎7150－1177
65 ゆき歯科クリニック(宮園) ☎7197－5262
66 とおる歯科あやの矯正歯科(前平井) ☎7157－1182
67 東葛歯科(前平井) ☎7159－6775
68 たつみ訪問歯科クリニック(前平井) ☎7186－7758
69 かきざわ歯科クリニック(野々下) ☎7143－2232
70 三須歯科医院(松ケ丘) ☎7144－1402
71 ほんじょう歯科医院(松ケ丘) ☎7136－2856
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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

流山市美術家協会
会員作品展

問㈱アーテック☎7154－1441
1001703

6月1日㈬～30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

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

6月
　ケアセンター
　問同相談所☎7159－4970
●遺言・相続無料相談（予約制）
　11日（13時30分〜16時30分）
　…北部高齢者なんでも相談室（地域
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
●心の相談（予約制）
　2日・20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3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

　新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、受け付けを停止してい
る場合があります。最新の受け付
け状況は、市ホームページをご確認
ください。
●法律相談
　火・木曜（13時〜15時40分）
●登記相談
　8日(13時〜15時40分)
●暮らしの手続き相談
　15日(10時〜12時)
●交通事故相談
　20日(10時〜15時)
●税務相談
　22日(13時〜16時30分)

●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）
　3日・10日・17日・24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）

月〜金曜（8時30分〜17時）
☎7158－1616　 1002360

市民相談室の相談（予約制） その他の相談

●酒害相談
　7日･24日（18時30分〜20時30分）
　江戸川台福祉会館
　12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

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

6月2日㈭～30日㈭の
火·木·金曜

9時20分～
10時50分

各400円
持動きやすい服装、室内履き

※要申し込み　

日曜のスポーツ教室 
エアロビ＋らくらく
筋トレ運動

6月5日·12日·19日·26日の
日曜

11時～
12時30分

各510円
定各12人(先着順)

持動きやすい服装、室内履き

ホールでレッスン 
小学生のバレエ教室
(中期)

7月4日·11日·25日、
8月1日·8日·22日·29日、

9月5日·12日·26日の月曜

18時～
19時10分

1万6,500円（全10回）
持バレエシューズ、練習着、タオル、
飲み物(バレエシューズ、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

就職·再就職のための
パソコン講座
①VLOOKUPとピボッ
トテーブル
②エクセル関数

7月9日㈯ ①10時～12時
②13時～15時

各2,500円※別途教材代200円。
要申し込み　

市民対象の公民館パソコン教室（7月）

講座名 期　日 時　間 内　容

パソコン教室 7月5日㈫
6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

講座名 期　日 時　間 内　容

①アルバム作成 7月7日㈭
8日㈮ 10時～12時 カメラやスマホから写真を取り込み、イラストを入

れたアルバムを作成します。

②パソコン教室 7月26日㈫
27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（PCYYクラブ・流山パソコンボランティア）
定各5人(先着順)　費①1,500円②2,500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

(8時15分から受け付け)※雨天中止
所つくばエクスプレス流山おおたかの森
駅改札前集合
▷コース＝流山おおたかの森駅→大堀川
水辺公園→高田近隣センター(柏市)→北
柏ふるさと公園→北柏駅※約9.5km。
現地解散
費無料
持マスク、飲み物、タオル、帽子
申不要
問スポーツ振興課☎7157－2225

★東部公民館のイベント

①いきいきスクエアステップ
　高齢者の転倒防止と脳トレに有効なス
クエアステップを楽しみましょう。
日6月8日㈬·22日㈬13時〜14時30分
定各30人(先着順)
費各100円
持上履き、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
②文化祭
　東部公民
館で活動す
るサークルの
作品展示や
発表を行います。11日には流山落語同
好会による寄席や流山高等学園の親の会
による手作り品販売もあります。
日6月10日㈮〜12日㈰10時〜16時
(10日は13時から、12日は14時まで)

【共通事項】
所東部公民館
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①6月11日㈯13時〜15時30分②6月
12日㈰13時〜15時30分、6月25日㈯
9時〜11時30分
所①森の図書館②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①森の図書館☎7152－3200

1036042

②クリーンセンター☎7157－7411
1016384

★初石史跡めぐり

　郷土史を研究している石井義宣さんと
上新宿、北、小屋の史跡を巡ります。

定20人(先着順)
費無料
持飲み物、マスク
申6月2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

1035617

流通経済大学付属柏高等学校吹奏
楽部　第22回定期演奏会

日6月19日㈰14時〜16時30分(13時
15分開場)
所柏市民文化会館
費無料

日6月14日㈫9時〜11時30分
所初石駅前集合
定10人(先着順)
費100円(資料代)
持飲み物、マスク
申6月1日9時から初石公民館へ電話ま
たは直接窓口へ
問初石公民館☎7154－9101

★筋力アップ教室(全3回)

　ゆっくりとし
た音楽に合わ
せて体を動かす
「ながいき100
歳体操」で筋力
アップを目指し
ましょう。
日6月14日·21日·28日の火曜14時〜
15時30分
所南流山福祉会館
対市内在住の65歳以上の方で原則全日
程参加できる方
定20人程度(先着順)※ながいき100歳
体操に初めて参加する方を優先
費無料
持マスク、飲み物、筆記用具、タオル、動き
やすい服装
申市役所高齢者支援課に電話または氏
名、住所、電話番号、年齢を明記の上、ファ
クス
問高齢者支援課☎7150－6080
FAX 7159－5055

1017534

★大人のためのおはなし会

　NPO法人ながれやま栞
しおり

の皆さんによ
る大人に向けた絵本の読み聞かせなど
を行います。
日6月16日㈭10時〜11時30分
所中央図書館
対中学生以上
定15人(先着順)
費無料
申6月2日9時から電話
問中央図書館☎7159－4646

1035776

★千寿の会

　7月は、珍幻彩によるマジックの披露
があります。
日7月4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

申不要
問同高校(湯本)☎7131－5611
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講座・イベント
★無料スマートフォン入門講座

日①6月10日㈮13時〜14時、14時30
分〜15時30分②6月17日㈮11時〜
12時、12時30分〜13時30分
所思井福祉会館
内①詐欺などのトラブルからスマートフォ
ンを守る活用法②文字の入力方法
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6月2日9時から電話
問思井福祉会館☎7159－5666

1035790

★北部公民館の講座·イベント

①エンジョイ マットス
　専用のボールをマットに投げて、落ち
た場所に応じて得点化する誰でも簡単
に楽しめる脳トレ運動です。
日6月15日㈬13時〜14時30分
講マットスインストラクター・秋元菊江
さん
定20人(先着順)
②歌のひろば
　みんなが知っている歌をピアノの伴
奏に合わせて楽しく歌います。
日6月16日㈭13時〜14時30分
講音楽講師·比嘉りとさん
定50人(先着順)
③みんなでリフレッシュ
　ピアノの伴奏に合わせて歌い、軽い体
操でリフレッシュします。
日6月22日㈬13時〜14時30分
講流山音楽療法「元気にドレミ」·小金丸
尚子さん
定30人(先着順)

【共通事項】
所北部公民館
費無料
持マスク
申6月１日9時から電話または直接窓口へ
問北部公民館☎7153－0567

★木の図書館 教養講座

　初心者向けのレザークラフト講座です。
スエード調のひもを編む·組む·結ぶなどの
簡単なテクニックでキーチェーンに仕上げ

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300円
持古バスタオル　など
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、6月20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

1024180

★就職個別相談＆自分を知るため
のセミナー　就職氷河期世代 書類
選考通過する人の応募書類

　仕事にブランクがある方や複数回の転
職経験がある方の応募書類の書き方を学
んで、書類選考通過を目指します。
日7月5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35歳〜54歳の方
定12人(先着順)
費無料　持筆記用具
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

★魅力発見！ 南極講座
南極の自然と南極観測隊

　南極大陸への勤務経験がある東京管
区気象台気象防災部地球環境·海洋課技
術専門官·藤原宏章さんをお招きし、南極
大陸の素晴らしさや面白いエピソードな
どを紹介します。
日7月9日㈯14時〜15時30分
所文化会館
対市内在住の小学3年生以上
定50人(先着順)
費無料
持筆記用具、マスク
申電子申請、電話または直
接窓口へ
問文化会館☎7158－3462

1036022

★ボランティア養成講座(全4回)

　視覚障害の当事者でもあり、点字・点訳
の技能講師として活躍されている飯田三
つ男さんを講師に迎え、視覚障害の理解
を深め実践に役立てる講座を開催します。
日7月20日·27日、8月3日·10日の水曜

ます。完成したもの
はパスケース、リール
キーホルダーを付け
てお持ち帰りできま
す。
日6月23日㈭10時〜11時30分
所東部公民館
対中学生以上
定20人(先着順)
費1,000円
持マスク
申6月2日10時から木の図書館に電話ま
たは直接窓口へ
問木の図書館☎7145－8000

1035851

★ママのためのリフレッシュサロン
ボディメンテナンス

日7月1日㈮10時30分〜11時30分
所南流山センター
講フィットネスインストラクター·安立摩記
さん
対子育て中のママ
定20人(先着順)
費500円
持ヨガマットまたはバスタオル、飲み物、マ
スク、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

★ハンドメイド教室

　風船を膨らませて綿糸
を巻き、できあがった球
体でボードを装飾して壁
掛けを作ります。
日7月2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)
持はさみ、木工用接着剤、作品を持ち帰る
袋、マスク
申6月2日9時から電話
問向小金福祉会館☎7173－9320

1035788

★リサイクル講座(全2回)
洗える健康布ぞうりづくり

日7月4日㈪·11日㈪13時〜16時

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200円(資料代)
持マスク、筆記用具、ノートなど
申6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☎7155－3638
FAX 7153－3437

マンション管理セミナー・個別相談会
(千葉県マンション管理士会主催)

　「大規模修繕工事の進め方」をテーマと
したセミナーの後、マンション管理士によ
る個別相談会を実施します。
日6月26日㈰10時〜12時
所初石公民館
対マンション管理組合およびマンション居
住者の方など
費無料
持マスク
申千葉県マンション管理士会へ電話
問同管理士会☎043－244－9091

展示
★教科書展示会

日6月16日㈭〜29日㈬9時〜16時30
分
所生涯学習センター(流山エルズ)
費無料
問指導課☎7150－6105

募集
★市展出品作品

　7月13日から24日まで、さわやかち
ば県民プラザ(柏市)で開催される第42
回流山市展の出品作品を募集します。
▷応募資格＝満16歳以上の市内在住·
在勤·在学者および市内出身の方
▷募集作品＝①日本画②洋画③彫刻…
④工芸
▷出品料＝3,000円
申流山市美術家協会·俊(☎090－4920－
4004)に電話
問生涯学習課☎7150－6106

その他
★めざせ万歩人シリーズ

　大堀川沿いをウオーキングします。
日 6月5日㈰8時30分〜11時30分…

★は市または指
定管理者などの
主催のもの

しみんの伝言板

　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

■人生100年時代を楽しく、元気に生きる 
グラウンド·ゴルフを始めましょう!(流山市
グラウンド·ゴルフ協会北部支部主催)＝6
月3日㈮·6日㈪·10日㈮·13日㈪·17日㈮
·20日㈪·24日㈮·27日㈪9時30分〜11
時30分、東深井地区公園。無料※要申し
込み。雨天中止問佐久間☎7154－5965
■無料 体験詩吟教室 (流山吟詠会主催)＝
6月3日㈮·10日㈮10時〜10時30分、赤

城福祉会館、6月4日㈯·18日㈯13時〜
13時30分、江戸川台福祉会館、6月4日
㈯·11日㈯15時〜15時30分、北部公民
館、6月6日㈪·13日㈪13時〜13時30分、
初石公民館、6月16日㈭·23日㈭13時〜
13時30分、東部公民館。無料※要申し
込み問糸川☎090－4926－7319
■流山スケッチの会作品展＝6月6日㈪〜
12日㈰9時〜17時(6日は12時から、12
日は15時まで)、生涯学習センター(流山
エルズ)。無料問鳥井☎7154－6539
■杜のアトリエ黎明開館20周年記念展 秋
元由美子·小出賀子二人展＝6月7日㈫〜
12日㈰9時〜17時(12日は16時まで)、
杜のアトリエ黎明。無料問秋元☎7158－
1109
■「土曜の朝はハモろう」体験コーラス(女
声合唱団コール·ブランカ主催)＝6月11
日㈯10時〜12時、おおたかの森センター、

6月25日㈯10時〜12時、江戸川台福祉
会館。無料問斉藤☎090－4428－7171
■合唱無料体験見学会 (混声合唱団カン
ティアーモ主催)＝6月11日㈯·25日㈯18
時10分〜20時40分、南流山センター。
無料※要申し込み問小見川☎080－5185
－1610
■流亭写楽写真展「桜街道Ⅳ＋」(フォトカ
フェ流亭写楽主催)＝6月13日㈪〜18日㈯
9時〜17時(13日は12時から、18日は16
時まで)、生涯学習センター(流山エルズ)。
無料問松尾 mj2009formac@me.com
■ハルモニア吹奏楽団第21回定期演奏
会 (市教委後援)＝6月19日㈰13時30分
〜15時30分、文化会館。無料問壱瀬
harmoniatoiawase@yahoo.co.jp
■遺言書作成と生前贈与 相続を争族にし
ないために(NPO法人老いじたくあんしん
ねっと主催、市後援)＝6月25日㈯9時30

分〜11時40分、文化会館。500円※要
申し込み問井上☎7158－5046
■聴いて楽しい観て楽しいファミリーコン
サート(流山市音楽家協会主催、市教委後
援)＝6月26日㈰14時〜15時、生涯学習
センター(流山エルズ)。大人1,000円、子
ども500円※要申し込み問石川☎7147
－3296
■伊勢物語の世界を楽しむ(古典を楽しむ
会主催)＝6月29日㈬、7月13日㈬9時30
分〜11時30分、北部公民館。各100円※
要申し込み問石橋☎080－5418－0858
■流山子どもミュージカル第18回公演「ロ
ンの花園」(市・市教委後援）＝7月18日㈷
12時30分〜14時25分、16時30分〜18
時25分、文化会館。前売り2,000円、当
日2,500円、収録配信2,000円※要申し込
み問事務局 nagareyamakm.ticket@
gmail.com

イベント
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親子で学ぶ護身術「WEN-DO」
ピンチに役立つこころと身体の使い方

信州高
た か と お

遠の大自然を楽しもう!
 (流山市青少年相談員連絡協議会主催)

高校演劇を楽しもう
バリアフリー演劇鑑賞会

　障害のある方も、若い人も高齢の人も楽しめる演劇鑑賞会です。今回は、流通経済
大学付属柏高等学校演劇部による「保健室の日常」です。この機会に思い切り笑って、
高校演劇をお楽しみください。
日7月16日㈯13時30分〜14時30分(13時開場)　所文化会館
定300人(先着順)　費無料　持マスク

申電話、ファクスまたはメール(鑑賞サポートを希望する方は7月9日ま
でに要申し込み)
問文化会館☎7158－3462FAX 7158－3442
kouminkan@city.nagareyama.chiba.jp　 1015975

大人のフォト散歩

流山小学校創立150周年記念史跡めぐり

皆様のご協力ありがとうございました

　「WEN-DO」は、1972年カナダのトロントで開発された、連れ
去りや性暴力などから身を守る女性のためのセルフディフェン
ス(自己防衛)のプログラムです。いざという時に自分の身を守
ることができるよう実際に体を動かしながら、危険を回避する
手段のひとつとしての護身術を体験します。親子以外での参加
を希望する方はお問い合わせください。
日7月2日㈯10時〜12時　所生涯学習センター(流山エルズ)
講WEN-DOインストラクター·リアライズYOKOHAMA代表·
橋本明子さん　対小学4年生以上の女性とその母親
定10組(先着順)　費無料
持動きやすい服装・靴、タオル、飲みもの、ヨガマットまたはバスタオル
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。6月17日までに要申し込み。保育
カード送付のためメールアドレスまたは住所が必要)
問企画政策課☎7150－6064　 1003422

日7月30日㈯〜8月1日㈪※2泊3日
所国立信州高遠青少年自然の家(長野県伊那市)
対事前説明会に参加できる市内在住の小学4年生〜
中学3年生※説明会は保護者同伴
定50人程度(多数抽選)
費1万3,000円
申メール件名に「チャレンジキャンプ2022」、メー
ル本文に郵便番号、住所、電話番号、氏名(ふりがな)、学校名·学年、生年月日、性別、保
護者氏名、キャンプへの意気込みを明記の上、6月19日18時までに流山市青少年相談
員連絡協議会（ soudanin18@gmail.com）にメール※1人1通。1週間以内に返信
がない場合はお問い合わせください。

問生涯学習課☎7150－6106　 1027769

問スターツおおたかの森ホール☎7186－7638

　カメラマンの宮本修さんと一緒に利根運河を散策しながら撮影
を楽しみます。
日6月19日㈰10時〜11時30分※小雨決行　所運河駅ギャラリー
(運河駅自由通路内)集合　定10人(先着順)　費300円(資料·保険代)
持カメラまたはスマートフォン※歩きやすい服装·靴でご参加くだ
さい。　申6月1日10時から利根運河交流館に電話
問利根運河交流館☎7153－8555(月·火曜休館、祝日の場合は翌日）

　キッコーマン…アリーナに設置されていた千葉県流山臨時医療施設が5月末に閉鎖
されることとなりました。これに伴い、消毒などの措置を行った上で、メイン·サブア
リーナやトレーニングジム、市総合運動公園施設などの利用を6月1日から全面再開
します。なお、災害時の避難所としての使用も再開します。
　キッコーマン…アリーナの閉鎖に当たっては、皆様にご理解いただきありがとうご
ざいました。引き続き新型コロナウイルス感染症対策にご協力をお願いします。
問保健センター☎7154－0331
キッコーマン…アリーナ☎7159－1212
みどりの課☎7150－6092
防災危機管理課☎7150－6312
千葉県健康福祉部医療整備課☎043－223－4323

　明治5年、明治政府が発布した「学制」。発布早々に創立さ
れた流山小学校は、全国的にも珍しく、千葉県で最初にでき
た小学校です。なぜ、流山本町に千葉県内で最初の小学校が
できたのか、NPO法人流山史跡ガイドの会の皆さんと関連史
跡を巡ってその要因をたどります。
日6月9日㈭9時〜12時
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)→京成バス「流山市役所」→流山広小路→加村河岸·矢河
原の渡し→流山本町まちなかミュージアム→流山小学校→近藤勇陣屋跡→常

じょう

與
よ

寺
じ

→
田中藩本多家加村台御屋敷跡·葛飾県印旛県庁跡→博物館※現地解散
定15人(先着順)　費300円(保険代)※交通費実費
申6月１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

ハラスメントセミナー

チャレンジキャンプ2022

利根運河の撮っておき

千葉県流山臨時医療施設の閉鎖に伴い
キッコーマン アリーナの利用を

6月1日から全面再開

流山をA·RU·KU

6月8日10時からチケット販売開始
渡辺香津美 with 奥村愛ストリングス
　日本を代表するトップ·ジャズ・ギタリスト渡辺香津美とバイオリニスト奥村愛が率
いるストリングスによるスペシャルコンサートです。
日9月3日㈯14時から(13時30分開場)
所スターツおおたかの森ホール
▷出演＝渡辺香津美(ギター)、奥村愛
(バイオリン)、井上陽介(ベース)、奥村
愛ストリングス
▷プログラム＝ロジャース:マイ·フェ
イヴァリット·シングス、ジョー·ザヴィ
ヌル:バードランド、チック·コリア:ス
ペイン、ジャンゴ·ラインハルト／渡辺
香津美:マイナー·スウィング、山中惇
史編:ジプシー・メドレー　ほか※曲目
は変更となる場合があります。
▷チケット代＝5,000円(税込み。全
席指定)※未就学児の入場はできませ
ん。

新型コロナワクチン３回目接種状況

※前回（5月15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25日現在）

12歳～64歳（130,677人） 65歳以上（46,965人） 全体（177,642人）
73,803人／56.5％

（＋3,886人／＋3.0ポイント※）
42,027人／89.5％

（＋181人／＋0.4ポイント※）
115,830人／65.2％

（＋4,067人／＋2.3ポイント※）

【チケットの購入方法】※チケット完売の場合、当日券販売はありません。窓口以
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）

日程 概要
7月16日㈯ 事前説明会　所生涯学習センター(流山エルズ)

7月30日㈯～8月1日㈪
※2泊3日

所国立信州高遠青少年自然の家(長野県伊那市)
内オリエンテーリング、野外炊飯、キャンプファイア　など

8月27日㈯ 事後報告会　所生涯学習センター(流山エルズ)

井上陽介

奥村愛
(C)小島竜生

鑑賞サポート
◦台本情報をもとにした字幕表示　◦音声ガイド　◦補助犬同伴の方にはゆっ
たりとしたスペース　◦車いすの方には同伴者と一緒のスペース　◦聞こえを
サポートするヒアリングループ席

渡辺香津美
photo:Yosuke…Komatsu
(ODD…JOB)


