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広報ながれやまの写真がカラーに
市ホームページでPDFを公開

今号など、市ホームページで公開しているPDF版広報ながれやまでは、使用した写真や画像をカラーで表示して
います。ぜひご覧ください。なお、文字などはモノクロのままです。問秘書広報課☎7150－6063　 1007526

感染症対策に
ご協力ください

　新型コロナウイルス感染症対策のため、
皆様のご理解･ご協力をお願いします。

手指の消毒 マスクの着用 発熱･体調不良の
方は来場を控える

森の

ナイトカフェ

　真夏の夜を水と光で彩り、幻想的な空間を作り出す森のナイトカフェ
が3年ぶりに開催されます。
　毎年大人気の噴水ショーは、パーカッションとバイオリンが紡ぐ音世
界「T

て ん

en T
と

o S
せ ん

en」の生演奏とコラボレーションするなど、パワーアップ
して帰ってきます。
　真夏の夜の4日間、ここにしかない非日常を彩るイベン
トで過ごしませんか。
問マーケティング課☎7150－6308

　光と音に彩られた空高
く舞い上がる華麗な噴水
ショー。

　ハラハラドキドキの
「噴水危機一髪」やかわ
いい写真が撮影できる
「天使の羽根水」など、
水遊びを楽しむことが
できます。※ウォーター
アトラクションスペース
は定員を制限し入れ替
え制で実施

　楽しい音楽に合わせてみんなで踊りま
しょう。

　選
よ

りすぐりのグルメが日替わりで登場。テ
イクアウトも楽しめます。

　パーカッションの「点」とバイオリンの「線」が紡ぐ音世界
「Ten…To…Sen」の生演奏と噴水ショーがコラボレーション。

遊べる！ ウォーターアトラクション遊べる！ ウォーターアトラクション

噴水ショー噴水ショー

噴水のシンフォニー噴水のシンフォニー
水と光と音楽の夕べ水と光と音楽の夕べ

ステージダンスステージダンス

こだわりのこだわりの
グルメ＆ビアグルメ＆ビア

夏を水と光で彩る夜

11日㈷

12日㈮ 13日㈯

4日間限定

本間修治（パーカッション） 山本容子（バイオリン）

日8月10日㈬〜13日㈯17時〜21時
（13日は16時から）※荒天中止
所森のまち広場（流山おおたかの森
駅南口都市広場）

イベントの詳細はコチラ
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　アップデート前のアプリで接種証明書を発行
する際、「日本国内用」には英語表記が、「海外用」
には日本語表記が、それぞれ表記されない証明
書が発行されていました。7月14日にアップ
デートされたアプリには、紙の接種証明書と同
様、「日本国内用」「日本国内及び海外用」ともに、
日本語および英語が表記される画像保存機能が
追加されます。なお、画像保存機能は、アプリの
アップデート後に発行した証明書でないと利用
できません。詳細はデジタル庁ホームページを
ご覧ください。

　地震·洪水や武力攻撃などの発生時に備え、「J
アラート(全国瞬時警報システム)」(注 )を用い
た情報伝達訓練を行います。当日は、市内79カ
所に設置している防災行政無線から放送されま
す。なお、今回は安心メール、市ホームページ、
市公式T

ツ イ ッ タ ー

witter（@nag_anshinanzen）でもテス
トメッセージが配信されます。
日8月10日㈬11時ごろ
▷防災行政無線放送内容＝チャイム音→「これ
は、Jアラートのテストです」(3回)→「こちらは、

ぼうさいながれやまです」→チャイム音
▷安心メール、市ホームページ、市公式Twitter
配信内容＝「これは、Jアラートのテストです」
注 :緊急情報を、国か
ら人工衛星などを通
じて瞬時に伝えるシ
ステム
問防災危機管理課
☎7150－6312

1027443

問市民課☎7150－6075　 1032931

　7月25日、西尾レントオー
ル株式会社と「災害時におけ
るレンタル機材の提供に関す
る協定」を締結しました。
　この協定により、大規模な
災害が発生した際、市からの
要請で市内の指定避難所へ、
同社が所有するトレーラーハ
ウスや冷暖房機器、発電機、その他の機材を優先的に提供いただける
ようになりました。
問防災危機管理課☎7150－6312　 1036620

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

せんてい

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

接種証明書アプリに画像保存機能が追加

8月10日㈬11時ごろに放送

西尾レントオール株式会社と締結

道路上へのはみ出しは事故のもと

新型コロナウイルス感染症
予防接種証明書

防災行政無線を使った
情報伝達訓練を実施

災害時におけるレンタル機材
の提供に関する協定を締結

生け垣や樹木の枝は
適正に管理を

　紙の接種証明書は窓口および郵送で受け
付けています。なお、接種券に付属している
接種済証(接種記録書)でも接種の証明となり
ますので、申請の必要があるか事前にご確認
の上、申請してください。
申必要書類を〠270－0192流山市役所市
民課へ郵送または持参※詳細は市ホーム
ページをご覧ください。

紙の接種証明書は窓口および郵送で受け付け

　1カ月の医療費が一定額以上かかった
場合に給付される高額療養費の令和4年
8月からの自己負担限度額は、令和3年中
の所得に応じて決定します。
　表1·2の自己負担限度額を超えて支
払っている方には、郵送でお知らせします
ので申請してください。なお、自己負担
限度額には、保険適用外の診療や食事代
などは含まれません。

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

　非課税世帯の方には、「限度額適用認
定証」を兼ねた「限度額適用·標準負担額
減額認定証」を交付します。これにより、
入院中に負担する食事代が減額されます

(負担額は表3参照)。

◆国民健康保険加入者
　市役所保険年金課または各出張所で
申請してください(郵送も可)。すでに「限
度額適用認定証」または「限度額適用·標
準負担額減額認定証」の交付を受けてい
る方も保険証の更新に伴い、再度申請が
必要です(令和3年中の所得の申告がお
済みでない方や保険料に滞納がある方
は、認定ができない場合があります)。な
お、表3中の「91日以上の入院」に該当す
る方は、申請により、食事代の負担額が減
額されます。
◆後期高齢者医療制度加入者
　令和3年度に「限度額適用認定証」また
は「限度額適用·標準負担額減額認定証」
の交付を受けていて、今年度も該当する
方には、令和4年8月からの保険証に同封
して送付しますので、申請は不要です。
なお、令和4年度から「限度額適用·標準
負担額減額認定証」などの対象となる方
は、市役所保険年金課または各出張所で
申請してください(郵送も可)。また、区分
Ⅱ(注2)に該当している方のうち、過去12
カ月で91日以上の入院をしている方は、
申請により、入院中の食事代の負担額が
減額されます。
問保険年金課
国民健康保険について…
☎7150－6077
後期高齢者医療制度について…
☎7199－3306

各種認定の申請方法

限度額適用で窓口負担を少なく

入院時の食事代を軽減

令和4年度の高額療養費の
自己負担限度額

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

区分
※いずれも基礎控除後の
所得。非課税世帯を除く

3回目まで 4回目以降（注1）

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

イ 600万円超
901万円以下

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

ウ 210万円超
600万円以下

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

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

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

（個人ごと）
外来＋入院限度額
(世帯ごと)

認定証の
申請

3割
（国保・

後期）
現役並み

所得者

住民税課税所得
690万円以上

（現役並みⅢ）

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

不要

住民税課税所得
380万円以上

（現役並みⅡ）

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

145万円以上
（現役並みⅠ）

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

2割（国
保）·1割

（後期）

一般 1万8,000円
（年間上限14万4,000円）

5万7,600円
※4回目以降4万4,400円

（注1）
不要

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

国保·後期高齢者医療制度加入者の方へ

医療費が高額になる場合は
限度額適用認定証の申請を

高額療養費の自己負担限度額

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

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

70歳以上で区分Ⅰ（注3）の方 1食 100円 1食 100円

非課税世帯の方の入院時食事療養費

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

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



3 第1649号  令和4年8月1日㈪3

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

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

　創業する際に必要な経営の基礎や創業資金を得る準備など
の基本的な知識を体系的に学びます。
①創業塾体験講座
日8月20日㈯14時～16時　対将来的に創業を検討している方
定40人(先着順)　費無料
②創業塾実践講座(全6回)
日9月10日、10月1日･15日、11月5日･26日、12月10日の土曜
10時～16時30分※最終日は9時～17時
対1年以内に創業する方　定30人(先着順)　費3万円

【共通事項】
所流山商工会議所　講中小企業診断士·首藤愼一さん　ほか
申電話※②は申込書での手続きが必要
問流山商工会議所☎7158－6111

　9月からの受講生を募集します。各講座とも、年3期（5～7月、9～11月、1～3月）
で開講しています（◎講座は12月も実施）。詳細は、同協会のホームページをご覧く
ださい。
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）
申住所、氏名、電話番号、メールアドレス、希望講座名を明記の上、8月17日（必着）ま
でにNPO法人流山市国際交流協会外国語講座事業部へメールまたは電話

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

　次の要件に該当する方は、国の手当を受給できる可能性があります。障害者手帳
がない方でも所定の診断書で申請可能です。支給制限など詳細はお問い合わせくだ
さい。
特別障害者手当 :20歳以上で精神や身体に著しく重度の障害があり、日常生活におい
て常時特別の介護を必要とする方　 1000989

障害児福祉手当 :20歳未満で最重度の障害がある方　 1000990

特別児童扶養手当 :中程度以上の障害や疾患のある児童(20歳未満)を監護している
方　 1000991
問障害者支援課☎7150－6081FAX 7158－2727

8月12日～9月12日に提出を

創業塾体験講座·創業塾実践講座

9月からの受講生を募集

特別児童扶養手当、特別障害者手当
など（国手当）の現況届

流山創業塾2022

NPO法人流山市
国際交流協会（NIFA）の外国語講座

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

　青少年が日常生活の中で考えていることを広く社会に訴える「青少年主張大会」の
発表者を募集します。
日9月28日㈬13時40分～16時40分
所文化会館
対市内在住·在勤·在学で中学生～18歳の方
定17人※応募多数の場合は原稿審査
▷発表内容＝学校生活、家庭、社会(地域活動)および身の回りや友達との関わりに対
する意見や感想、提言など(1人5分程度)
費無料
申申込書と発表原稿(注 )を8月19日までに市役所生涯学習課へメール※市内中学·
高校生は学校を通じてお申し込みください。
注 :市ホームページからダウンロード。必ずそのままの書式設定(発表原稿はワード
入力でA4縦長縦書上下2段、1,600字程度)を使用
問生涯学習課☎7150－6106
shougaigakushu@city.nagareyama.chiba.jp
1019222

　流山市老人クラブ連合会(通称:さわやかクラブ流山)の会員による作品展を開催し
ます。絵画、書、手芸品など会員の方々の趣味を生かした個性豊かで、すてきな作品
を多数展示します。
日8月9日㈫～12日㈮9時30分～16時30分(9日は13時から、12日は15時まで)
所生涯学習センター(流山エルズ)
費無料　申不要

　同連合会では、老人クラブの会員を随時募集してい
ます。老人クラブでは、主にグラウンドゴルフ、囲碁·
将棋、体操などの健康づくり活動や公園·神社の清掃、
防犯活動、登下校の見守りなどの社会奉仕活動を行っ
ています。おおむね60歳以上の市民の方ならどなた
でも地域の老人クラブに入会できます。一緒に心豊か
なシニアライフを送りませんか。
問同連合会事務局☎7158－8181
高齢者支援課☎7150－6080

お子さんの就学を希望する方へ

あなたの熱い思いを

（流山市老人クラブ連合会主催）

特別支援学級·通級指導教室の
説明会·見学会

流山市青少年主張大会発表者を募集

さわやかクラブ流山作品展を開催

問教育研究企画室☎7150－8388

講座名 開催日 時間 会場
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）

韓国語中級 第 1·3火曜 文化会館
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 江戸川台駅前庁舎 3階
※一部オンラインで実施◎スペイン語中級 13時 30分～15時

◎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

文化会館
◎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 生涯学習センター(流山エルズ )
英会話初級D 第 2·4水曜 9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
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

老人クラブの会員を募集

新規申請は随時受け付け

学校名 実施日 時間※2時間程度 特別支援学級の内容 通級指導教室の内容
流山小 9月26日㈪

9時30分から

知的·情緒 言語
八木南小 10月5日㈬

－八木北小 9月14日㈬ 知的·情緒·言語
新川小 10月17日㈪

知的·情緒

東小 9月15日㈭
江戸川台小 10月5日㈬ 言語東深井小 10月12日㈬

鰭ケ崎小 9月26日㈪
－向小金小 10月4日㈫西初石小 13時30分から

小山小 10月21日㈮ 9時30分から 言語
長崎小 9月28日㈬ 13時30分から

－流山北小 9月13日㈫

9時30分から
西深井小 9月21日㈬
南流山小 10月21日㈮ 知的･情緒 言語

おおたかの森小 10月13日㈭ 知的·情緒·難聴 言語·難聴
おおぐろの森小 9月28日㈬

知的·情緒

－

南部中 10月17日㈪ 13時30分から
常盤松中 10月25日㈫

9時30分から
北部中 9月28日㈬ 知的
東部中

知的·情緒東深井中 9月27日㈫
八木中 10月11日㈫

南流山中
10月4日㈫

13時30分から
西初石中 9時30分から 知的おおたかの森中

おおぐろの森中 9月26日㈪ 13時30分から 知的·情緒
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子育て講演会　親子ふれあい遊び
　きのいい羊達·須田裕之さんを講師に
迎え、親子でふれあい遊びを通して触れ
合うことの大切さを学びます。
日8月10日㈬13時15分～14時45分
所赤城児童センター　対市内在住の3歳
以上のお子さんとその保護者
定20組（先着順）　費無料
申電話または直接窓口へ
問赤城児童センター☎7158－4545

1001236

こども未来ラボスペース(ラボス)
プログラミング自習室
　誰でも自由にプログラミングができる
自習室を用意します。わからないことは、
C
コ ー ダ ー ド ー ジ ョ ー

oderDojo流山·南柏のスタッフがサ
ポートします。
日8月14日㈰、9月11日㈰10時～12時
所東部公民館　対小学生～高校生
定各10人(先着順)　費無料
持マスク、ノートパソコンま
たはタブレット(お持ちの方
のみ)　申申込専用フォー
ム(＝二次元コード)
問東部公民館☎7144－2988

博物館子ども教室
金属の鏡をつくってみよう
　古代の鏡は金属で作られ、まつりの道具
として使われていました。金属を溶かして
磨き、自分だけの鏡をつくりませんか。
日8月19日㈮10時から、13時30分から
所中央図書館　対小·中学生※小学校低
学年は保護者同伴　定各10人(先着順)
費無料　持汚れてもよい服装、マスク

申8月3日10時から博物館へ電話
問博物館☎7159－3434

1036816

子どもの料理教室 
　松戸友の会の皆さんを講師に迎えた料
理教室です。夏休みの思い出づくりに、
料理にチャレンジしませんか。
日8月20日㈯·28日㈰10時～12時30分
所南流山センター　対小学生(保護者の
同伴は不可)　定各18人（先着順）　費各
800円　持エプロン、三角巾、水筒、タオ
ル、マスク　申電話または直接窓口へ
問南流山センター☎7159－4511

親子で一緒にz
ズ ン ビ ー ニ

umbini
楽器を使ってリズム遊び
　親子でさまざまな国の音楽を歌ったり、
ダンスをしたりして、自分らしくいられる
時間を過ごしましょう。楽器を用意して
お待ちしています。
日8月21日㈰10時～11時
所南流山センター
講フィットネスインストラクター·中畑珠枝
さん　対6カ月～4歳のお子さんとその
保護者　定10組（先着順）　費500円
持タオル、飲み物、マスク
申電話または直接窓口へ
問南流山センター☎7159－4511

親子でリトミック体験
音とリズムで遊ぼう
日8月25日㈭9時15分～10時15分
所向小金福祉会館
講はっぴースマイル講師·松本愛美さん、
小金丸尚子さん　対市内在住·在勤·在学
の未就学児とその保護者
定10組（先着順）　費無料

持動きやすい服装、マスク　申電話
問向小金福祉会館☎7173－9320

1036214

博物館子ども教室
貝アクセサリーをつくろう
　貝は、縄文時代からアクセサリーとして
利用されてきました。さまざまな貝を使っ
て、オリジナルのアクセサリーをつくりま
せんか。
日8月26日㈮10時から、13時30分から
所中央図書館　対小·中学生※小学校低
学年は保護者同伴　定各10人(先着順)
費無料　持マスク
申8月2日10時から博物館に電話
問博物館☎7159－3434

1036811

子育てママのセミナー
赤ちゃんといっしょ（全3回）
　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9月1日㈭·12日㈪·22日㈭10時～11時
30分(22日は12時まで)　所文化会館
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5組(多数抽選)　費無料
申電子申請またははがき
に氏名(ふりがな）、赤
ちゃんの名前（ふりがな）·
月齢、住所、電話番号、日
ごろ気になることを明
記の上、8月15日(必着)までに〠270－
0176流山市加1－16－2文化会館「子
育てママのセミナー」係へ郵送または

ファクス
問文化会館☎7158－3462
FAX 7158－3442　 1014850

家族の絆·防災
アウトドア感覚で防災を学ぼう
　消毒液づくりや高齢者体験のほか、実
際の防災設備を使ったさまざまな体験を
行いながら、家族でできる災害時の準備
を始めてみませんか。
日9月4日㈰9時30分～11時30分
所おおたかの森センター　対親子
定10組（先着順）　費600円（1人追加に
つき300円）　持動きやすい服装、飲み
物、タオル、軍手　申電話
問おおたかの森センター☎7159－7031

親子星空探検隊　秋の星座（全2回）
　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。
日9月9日㈮、10月7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3,000円　申電話または直接窓口へ
問おおたかの森センター☎7159－7031

親子でヨガ
日9月12日㈪10時～11時　所東深井
福祉会館　講ヨガ講師·梅澤ゆき重さん
対2～3歳のお子さんとその保護者
定10組（先着順）　費無料　持マスク(保護
者)、飲み物、ヨガマット、タオル　申8月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　 1036398

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

24日㈬ サイエンス教室　定15人（先着順）※要申し込み
26日㈮ 夏休み工作教室　定30人（先着順）※要申し込み

江戸川台児童センター
☎7154−3015

17日㈬ ハワイアンコンサート(乳幼児向け) 
定20組（先着順）※要申し込み

23日㈫ 夏まつり　定60人（先着順）※要申し込み

赤城児童センター
☎7158−4545

18日㈭ プラレール広場（乳幼児向け） 
定30組(先着順)※要申し込み

23日㈫ サイエンス教室　定20人（先着順）※要申し込み

十太夫児童センター
☎7154−5254

3日㈬ プラレールであそぼう(乳幼児向け) 
定15組（先着順）※要申し込み

29日㈪ 書道教室　定10人（先着順）※要申し込み

野々下児童センター
☎7136−2510

4日㈭ サイエンス教室　定30人（先着順）※要申し込み
25日㈭ 夏まつり　定40人（先着順）※要申し込み

思井児童センター
☎7159−5666

20日㈯ ミニドッジ大会
24日㈬ 夏まつり　定60人（先着順）※要申し込み

向小金児童センター
☎7173−9320

5日㈮ サイエンス教室　定30人（先着順）※要申し込み
19日㈮ 夏まつり　定50人（先着順）※要申し込み

おおたかの森児童センター
☎7150−7331

20日㈯ 坊主めくり大会
27日㈯ 夏まつり　定80人（先着順）※要申し込み

児童館・児童センター　8月の催し物

各公民館の子育てサロンお友だちをつくりましょう

乳幼児をもつ方の交流の場 （8月）

●たんぽぽのひろば… …日18日㈭　内リトミック。14時まで和室を開放　定16組(先
着順)　申電話　所東部公民館（☎7144－2988）

●おおたかの森ひろば… …日17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（9時30分～11時30分）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)

…時間はいずれも10時～11時30分　費無料　…問各公民館

　生まれたときの体重が1,500グラム未満の赤ちゃんは、妊娠を届け出たとき
に交付される母子健康手帳では、成長や発達の記録が難しいことがあります。
そこで市では、赤ちゃんの成長を温かく見守っていただきたく、おおむね3歳ま
での成長が記録できる「ながれやまリトルベビーハンドブック」を作成しまし
た。ご希望の方は、保健センターへお問い合わせください。
問保健センター☎7170－0111

1036623

小さく生まれた赤ちゃんとママ·パパのための手帳
ながれやまリトルベビーハンドブック

　ファミリー·サポート·センターの提供会員として活動するために必要な知識を身
に付ける研修会です。ぜひご参加ください。

所生涯学習センター(流山エルズ)
対ファミリー・サポート・センターの提供会員の方※要事前登録　持筆記用具
申おおたかの森ファミリー·サポート·センターに電話
問おおたかの森ファミリー·サポート·センター☎7199－2282　 1001272

地域で子育てのお手伝いをしませんか
ファミリー·サポート·センターの研修会

日時 内容
9月5日㈪9時～11時30分 児童虐待と社会的養護、流山市の子育て支援について

9月7日㈬9時～12時、13時～15時 小児看護の基礎知識、子どもの栄養と食生活
9月12日㈪

9時～11時30分、12時30分～15時
保育の心、子どもの世話、

心の発達·障がいのある子どもの預かりについて

(仮称)森のまちおおたかのもり保育園

入所申し込みは11月7日から12月5日まで
令和5年1月入所分 新設保育園が開所

　令和5年1月に新設される「(仮称)森のまちおおたかのもり保育園」の入所申し込
みを11月7日～12月5日で受け付けます。

▷所在地＝流山市おおたかの森西1－13－1(流山おおたかの森S·C…ANNEX2内)　
対0～5歳児
▷募集人数＝60人
問施設および保育の詳細について…社会福祉法人正心会☎7189－8088
申し込みについて…保育課☎7150－6124

1036809
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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）。

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）

19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

23日㈫·30日㈫
（妊娠～子育てコース）

もぐもぐ教室
（予約制）

 24日㈬·31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

30日㈫ 東部公民館

カムカムキッズ
（予約制）

22日㈪ 保健センター 令和3年8月～9月生まれの乳幼児対象。子ど
もの歯と食生活の指導。母子健康手帳、おし
ぼり、歯ブラシ持参23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5月生まれの乳児対象

②1歳6カ月児…個人通
知 新型コロナウイルス感染症対策のため、市内

医療機関での受診となります。
詳細は対象者への個人通知や市ホームペー
ジをご覧ください。

③3歳児…3日㈬·4日㈭·5
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　 10006468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。

 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（8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 4日㈭·15日㈪ 14時～16時

酒害相談 18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

20歳以上の女性が対象

遺言·エンディングノートの書き方

筆談のテクニックを学ぶ

対象の方は申し込みを

栄養のある簡単な料理を作りませんか

子宮頸
け い

がん検診を実施

老い支度講座

聞こえのサポーター講座（全4回）

骨粗しょう症検診を実施

障害者のための料理講座

　近年、20～30歳代の若年層で子宮頸がんが増加傾向にあり、これから結婚や出産
を迎える年代や、幼い子どもを持つ母親にとって深刻な問題となっています。
　すでに登録されている方には、8月上旬に受診票を送付します。受診を希望する方
は、お早めにお申し込みください。なお、検診は「自覚症状などのない健康な人」が対
象です。自覚症状のある方は医療機関で診察を受けてください。

　エンディングノートは、万一のことに備えて自分の想
おも

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。千葉地方法務局から加藤誠一さん、コスモス成年後見サポートセ
ンターから伊佐智さんを講師に迎え、遺言を残すための手続きなどについて一緒に
考えます。
日8月20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

　聞こえのサポーターは、加齢性難聴や中途失聴などで聴力に障害がある方を筆談
で支援します。筆談のテクニックを学んでみませんか。
日9月7日·14日·21日·28日の水曜10時～12時
所障害者福祉センター(東深井福祉会館内）
対市内在住·在勤·在学の方　定10人(先着順)
費300円(テキスト代)
持マスク、筆記用具、ノート
申8月2日から電話、ファクスまたは直接窓口へ
問障害者福祉センター☎7155－3638FAX 7153－3437

　特定の年齢の女性を対象に、骨粗しょう症検診(骨密度測定)を実施します。検診
の対象者で、まだ申し込みをされていない方はお早めにお申し込みください。なお、
この検診は5年ごとに申し込みが必要です。
対令和5年4月1日現在で、40·45·50·55·60·65·70歳の女性※妊婦の方、妊娠の可能
性がある方は受診できません。
費100円

　9月は、豚肉ととうもろこしの春巻き、焼きなすの南蛮漬け、トマトスープを作りま
す。
日9月2日㈮10時～13時　所南流山センター
対市内在住で障害のある方
定10人(先着順)　費500円程度(材料代)
持三角巾、エプロン、マスク
申8月2日から障害者福祉センターに電話またはファクス※送迎あり(8月26日まで
に要申し込み。バス停要相談)
問障害者福祉センター☎7155－3638FAX 7153－3437

申電子申請または「骨粗しょう症検診希望」、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　 1000677

日時 会場·受付時間
9時30分～10時30分 13時30分～14時30分

11月14日㈪ 保健センター

保健センター
11月18日㈮ 東部公民館

11月21日㈪
保健センター

11月22日㈫

11月24日㈭ 南流山センター 南流山センター

　検診日時や会場は受診票でご確認ください。
▷実施期間＝8月26日㈮～10月31日㈪のうち21日間
対令和5年4月1日時点で20歳以上の女性
申電子申請または任意の用紙に「子宮頸がん検診」、住所、氏名(フリガ
ナ)、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

　年度内に集団検診か個別検診のいずれかを受診できます。個別検診は1年を通し
て受けられます。保健センターへの申し込みは必要ありませんので、保健だよりま
たは市ホームページに掲載の契約医療機関へ直接ご連絡ください。
問保健センター☎7154－0331　 1000673

集団検診

個別検診

ジオラマ工房作品展「都電と昭和の谷中界
かい わ い

隈」
ギャラリーガラスケース展示

　昭和の風情を残す「谷中界隈」を展示します。40
軒を超える懐かしいお店と動く鉄道模型「都電」との
コラボレーションをお楽しみください。
日8月1日㈪～31日㈬9時30分～17時(1日は11時
から、31日は15時まで)
所森の図書館
費無料
申不要
問森の図書館☎7152－3200

1036644
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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

四季の花々展
「暑夏」をテーマに展示します。

問生涯学習課☎7150－6106
1001705

8月1日㈪～5日㈮

市内中学校生徒作品展
問㈱アーテック☎7154－1441

1001703

8月1日㈪～31日㈬

相談あんない
相談日が祝日などの場合は、休みとなります。事前に問い合わせを。 1002359

8月
●心配ごと相談
　水曜（13時～15時30分）
　ケアセンター
　問同相談所☎7159－4970
●遺言・相続無料相談（予約制）
　13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）
　15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）

　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）
　※11日・16日・18日を除く
●登記相談
　10日(13時～15時40分)
●交通事故相談
　15日(10時～15時)
●暮らしの手続き相談
　17日(10時～12時)
●税務相談

　24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）
　5日・12日・19日・26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

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

　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
●酒害相談
　2日･26日（18時30分～20時30分）
　江戸川台福祉会館
　14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
●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

★千寿の会

　9月は、万作楽踊会による踊りの披露
があります。
日9月5日㈪13時30分～15時
所東深井福祉会館
対市内在住·在勤·在学の方
定20人(先着順)
費無料
持飲み物、マスク
申8月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

1036399

厚生労働省からのお知らせ　
新型コロナウイルス感染症に係る
労災補償

　業務によって新型コロナウイルスに
感染した場合、労災保険給付の対象とな
ります。なお、感染経路が不明でも感染
リスクが高い業務に従事した場合、労災
保険給付の対象となることがあります。
詳細は、厚生労働省ホームページをご覧
ください。
問柏労働基準監督署労
災課☎7163－0248

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

流山エルズの
サーキット
トレーニング

①8月2日㈫·4日㈭·9日㈫·
11日㈷·18日㈭·23日㈫·

25日㈭·30日㈫ 
②8月6日·20日·27日の土曜

①11時15分～
　12時 
②12時15分～
　13時

各500円 
持動きやすい服装、室内履き、

飲み物、タオル、マスク 
※要申し込み

ヨーガとゾーンの
スぺシャル 8月5日·12日·19日の金曜 19時～

20時45分 各1,530円

リピーター続出の 
ちょっとだけエアロ 8月21日·28日、

9月4日·18日·25日の日曜

9時30分～
10時30分 各510円 

持室内履き椅子を使い座りなが
らできる運動! 
ころばん塾

10時40分～
11時40分

着付け入門（自装）

10月4日·18日、11月1日·
15日、12月6日·20日、

1月10日·24日、2月7日·
21日、3月7日·21日の火曜

12時30分～
14時45分

1万8,360円(全12回) 
持着付け用具一式 

※要申し込み

市民対象の公民館パソコン教室（9月）

講座名 期　日 時　間 内　容

パソコン教室 9月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パワーポイント 9月6日㈫
7日㈬ 9時～12時 写真、動画、BGMを入れたプレゼン資料を作成

②パソコン教室 9月15日㈭
16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①3,500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

バッグチャームアレンジ

森の図書館·木の図書館で実施

　お持ちのバッグに合うお花やリボンを選び、自分だけのバッ
グチャームを作ります。
日9月10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8月2日9時から電話
問向小金福祉会館☎7173－9320　 1036411

　保存期間を経過した雑誌の無料配布(1人3冊まで)を実施します。なお、2月に実
施した中央図書館では行いませんのでご注意ください。
日9月3日㈯10時～14時　所森の図書館、木の図書館　対市内在住の方　申不要
問森の図書館☎7152－3200
木の図書館☎7145－8000

1036049

ハンドメイド教室

保存期間を経過した
図書館の雑誌を無料配布

①指編みでショールづくり(全2回)
日9月5日㈪·12日㈪13時～16時
対全日程に参加できる方
費無料　持並太毛糸(3巻)

1036612

②ドライフラワーのボタニカルキャンドルづくり
日9月6日㈫10時～12時
費500円　持ピンセット、作品を持ち帰る袋

1036652

③ドライフラワーフレームづくり
日9月13日㈫10時～12時　費500円　持作品を持ち帰る袋

1036653

【共通事項】
所クリーンセンター　定10人(多数抽選)　申電子申請または往復はが
き(1枚につき1講座)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、①8月22日②8月23日③8月30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

　今号に掲載のイベントなどは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、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

リサイクル講座

イベント参加の際は事前に確認を
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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

講座・イベント
★無料スマートフォン入門講座

日①8月12日㈮②8月19日㈮いずれも
13時～14時、14時30分～15時30分
所思井福祉会館
内①カメラの撮り方、アルバムの作り方…
など②マップの便利な使い方など
対市内在住·在勤·在学の方
定各6人(先着順)
費無料
持スマートフォン(お持ちの方のみ)
申8月2日9時から電話
問思井福祉会館☎7159－5666

1036462

★向小金福祉会館の講座·イベント

①鉛筆デッサンで玉ねぎを描く
　果物や野菜を描きます。
日8月17日㈬10時～12時
講あとりえイセポ代表·上谷知沙子さん
定7人(先着順)
費1,000円(材料代含む)
持H·B·2B·4Bの鉛筆、消しゴム、カッ
ターナイフ、ティッシュペーパー

1036461

②3B体操 無料体験講座
　用具を使い、音楽に合わせて楽しく体
を動かしましょう。
日8月26日㈮10時～11時　講 (公社)日
本3B体操協会公認指導者·佐々木澄子
さん　定15人(先着順)　費無料
持動きやすい服装、マスク

1036213

③骨骨体操
　腰痛や膝痛など関節痛の改善·予防に
役立つ体操です。
日9月5日㈪9時15分～10時15分
定10人(先着順)
費1,000円
持マスク

1036460

【共通事項】
所向小金福祉会館
対市内在住·在勤·在学の方
申8月2日9時から電話
問向小金福祉会館☎7173－9320

★プロ陸上選手·コーチ直伝　
短距離·長距離かけっこ教室

日 8月22日㈪①15時～15時50分…
②16時～16時50分③17時～17時50分

13時～15時※受講には9月5日に行わ
れる事前説明会への参加が必要
所ケアセンター
対講座修了後、音訳ボランティアに参加で
きる方
定30人(先着順)
費1,000円
持筆記用具
申往復はがきに住所、氏名(ふりがな)、年
齢、電話番号を明記の上、〠270－0157
流山市平和台2－1－2ケアセンター内ボ
ランティアセンター…流山音訳グループへ
郵送
問流山音訳グループ·脇田☎7158－1513

1036579

失語症者向け意思疎通支援者養成
研修必修基礎コース（全13回）

　失語症がある方とのコミュニケー
ションに必要な知識と会話術を身につ
けるための講座です。失語症がある方
との一対一の会話が行え、日常生活上で
意思疎通を支援できる意思疎通支援者
を養成する講義と実習を行います。日
程など詳細はお問い合わせください。
所オンライン会議アプリ「Zoom」およ
び船橋市西部公民館
定30人(応募者多数の場合は選考)
費無料
申8月20日までに(一社)千葉県言語聴覚
士会ホームページから
問障害者支援課☎7150－6081
FAX 7158－2727

1031370

募集
★会計年度任用職員
(介護認定調査員)

　要介護認定の判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

その他
★東部公民館のイベント

①夏休み子ども自習室
　エアコン完備の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
フが巡回します。また、学校で配布された
タブレット端末も利用できます。

所キッコーマン…アリーナ
講プロ陸上選手·猿山力也さん　ほか
内①③短距離②長距離
対①小学1～2年生②小学生③小学3～
6年生
定各30人　費各500円
持動きやすい服装、飲み物、タオル、室内
靴
申電話または直接窓口へ
問キッコーマン…アリーナ☎7159－1212

★パソコン教室(全2回)

　パソコン初心者のためのマンツーマン
による教室です。
日8月25日㈭·26日㈮13時30分～15
時30分
所野々下福祉会館
講流山パソコンボランティア(NPV)の皆
さん
対市内在住·在勤·在学の方
定5人(先着順)
費2,500円
持ノートパソコン、筆記用具
申8月2日9時から電話
問野々下福祉会館☎7145－9500

1036494

★就職個別相談セミナー
志望動機をうまく書ける人になろう

　志望動機を書くことが苦手な方向け
に、誰もがうまく書けるようになるコツ
を学ぶセミナーです。
日9月6日㈫13時～15時
所ジョブサポート流山(江戸川台駅前庁
舎3階)
対15歳～45歳の方
定12人(先着順)
費無料
持筆記用具、マスク
申電話または直接窓口へ
問ジョブサポート流山☎7156－7888
商工振興課☎7150－6085

音訳ボランティア養成講座(全8回)

　音訳指導を40年間行われている音訳
者·松本久美子さんを講師に迎え、専門的
な技術·知識を学びます。なお、広報なが
れやまやちば県民だよりなどの公共情報
をCDに録音し、市内在住の視覚障害者
の方に提供している流山音訳グループで
は、音訳ボランティアを募集しています。
日9月26日、10月3日·24日·31日、…
11月7日·14日·21日、12月5日の月曜

日開催中～8月11日㈷13時～16時30分
定各10人(先着順)　費無料
持マスク、勉強に必要なもの
②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8月10日㈬·24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

【共通事項】
所東部公民館
申電話または直接窓口へ
問東部公民館☎7144－2988

★おもちゃ病院

　おもちゃドクターが壊れたおもちゃを修
理します。
日8月14日㈰13時～15時30分、8月
27日㈯9時～11時30分
所クリーンセンター
費無料（材料代がかかる場合あり）
申不要
問クリーンセンター☎7157－7411

1016384

★博物館企画展 流山小学校 地域
とともに150年　展示解説会

日8月20日㈯、9月24日㈯10時30分～
11時30分、13時30分～14時30分
所博物館
定各15人(先着順)
費無料
申8月2日13時から博物館に電話
問博物館☎7159－3434

1036632

★南流山児童センター会議室の
利用登録説明会

　12月1日に開設予定の南流山児童セ
ンターには会議室が設置されます。こ
の会議室は、18歳未満や妊婦向けの子
育て支援活動を行うための施設です。
利用にあたって必要な公共施設予約シ
ステムの個人·団体登録は、8月10日か
ら子ども家庭課で受け付けます。公共
施設予約システムに既に登録している
方も、新たに登録が必要になります。な
お、郵送でも申請が可能です。また、利
用方法が分からない方向けに利用登録
説明会を行います。
日8月20日㈯13時～14時
所南流山センター
定30人程度(先着順。団体の場合１団
体2人以内）
申電話または直接窓口へ
問子ども家庭課☎7150－6082

★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·ゴルフ協会中部支部主催）＝8
月5日·12日·19日·26日の金曜8時～11
時、コミュニティプラザ。無料※要申し込
み。雨天中止問中島☎7154－7110
■夏休み子ども煎茶教室（煎茶道…尚古茗

社流主催）＝8月7日㈰10時～11時、初石
公民館。300円※要申し込み問堀内☎
7152－2655
■小児がん支援チャリティー レモネードス
タンドおおたかの森（おおたかの森レモネー
ドの会主催、市後援）＝8月13日㈯10時～
15時、流山おおたかの森駅自由通路。無
料※荒天中止問佐藤 otakanomori.
lemonade@gmail.com
■江戸白みりん誕生を探る講演会（流山市
立博物館友の会主催）＝8月18日㈭13時
30分～15時、生涯学習センター（流山エ
ルズ）。無料※要申し込み問當麻☎080－
5184－9903
■障害年金無料個別相談会（NPO法人み
んなでサポートちば主催）＝8月18日㈭13
時30分～16時30分、柏市教育福祉会館

（ラコルタ柏）。無料※要申し込み問荒井
☎070－1541－7661
■ウッドプレートアレンジ·ハーバリウム選
べるレッスン（お花を楽しむ会主催）＝8月
23日㈫13時～14時30分、向小金福祉会
館。2,500円※要申し込み問松木☎080
－5427－6191
■流山ジョブマッチング（(一社)流山青年会議
所主催、市後援）＝8月27日㈯10時～17時、
キッコーマン…アリーナ。無料※要申し込み
問植原 nagareyamajci.jobmatching@
gmail.com
■沖縄三線発表会(沖縄の唄三線と踊り)
（流山三線クラブ主催）＝8月27日㈯15時
～16時30分、生涯学習センター(流山エル
ズ）。無料問福山 fuku_ken@nifty.com
■ウクライナ人道支援チャリティー落語

（先着80人）（地域を元気で明るくする会主
催、市後援）＝9月3日㈯13時45分～16
時15分、初石公民館。無料問佐藤☎090
－4625－3995
■オペラ歌手稲垣俊也による賛美歌講習
会（4部合唱シャローム主催）＝9月7日㈬
12時30分～14時30分、おおたかの森セ
ンター。1,000円※要申し込み問柳原☎
080－3515－7609
■早稲田大学ハイソサエティ·オーケストラ
コンサート（流山稲門会主催、市教委後援）
＝10月30日㈰13時30分～15時30分、
スターツおおたかの森ホール。1,000円
※要申し込み問渡辺☎090－1403－
1579

イベント
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今月の
納税・納付

●市・県民税（第2期）　●国民健康保険料（第3期）
●介護保険料（第3期）　●後期高齢者医療保険料（第2期）
納税・納付は便利な口座振替で　 1000531

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

初めての方も経験者の方も

データで読み解く 女性の参画

森の図書館と流山おおたかの森S·C FLAPSで

9月～令和5年3月の毎月 作品を募集

新型コロナワクチン４回目接種

変化する時代に対応する! 新しいワタシのキャリアメソッド

みんなで楽しくエクササイズ

問生涯学習センター(流山エルズ)☎7150－7474

　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、楽しみながら俳句を学んでみま
せんか。

所一茶双樹記念館　講①②流山俳句協会会長·北川昭久さん③同協会役員·篠塚雅世
さん　定各回10人(先着順)　費各回1,000円　申電話
問一茶双樹記念館☎7150－5750（月曜休館、祝日の場合は翌日）

　説得力のあるプレゼンテーションや企画立案のためには、根
拠のあるデータを活用して提案していくことが必要です。女性
がリーダーシップをとって市民活動や職場などで活躍するため
の情報の探し方やレファレンスサービスの活用方法、女性を取
り巻く環境の変遷や世界の状況を、データをもとに学びます。
日9月13日㈫10時～12時　所生涯学習センター(流山エルズ)
講中央学院大学准教授·皆川満寿美さん
定25人(先着順)　費無料
申市ホームページから電子申請または講座申込専用電話…
（☎080－5494－2323)へ※1歳～就学前児の一時保育あり(先
着10人。8月29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

　万華鏡ギャラリー見世蔵は、リニューアル工事のため、仮店舗で開館していましたが、
8月27日にリニューアルオープンします。これに伴い、8月26日まで休館します。
　万華鏡ギャラリー見世蔵では、休館期間を活用して、森の図書館と流山おおたかの森
S·C…FLAPSで出張展示を行います。普段とは違った環境できらめく万華鏡をぜひ、ご覧
ください。
　なお、リニューアルオープンの詳細は、今後の広報ながれやまなどでお知らせします。

【出張展示のスケジュール】

　小林一茶とみりん醸造家·秋元三左衛門(俳号:双樹)の交流の地·流山で開催する一
茶双樹記念館俳句大会の作品を募集します。
　9月から令和5年3月にかけて、毎月15日までに投句いただいた句の中から流山俳
句協会の皆さんによる選考のもと、秀逸句10句程度を掲示します。また、各月の秀
逸句の中から今年度の入賞句·優秀句を選句し、令和5年5月上旬ごろに一茶双樹記
念館で発表·表彰します。詳細は一茶双樹記念館ホームページをご覧ください。
▷応募方法＝一茶双樹記念館で配布の応募用紙に必要事項を明記の上、毎月15日(休
館日の場合、翌日)までに〠270－0164流山市流山6－670－1一茶双樹記念館へ
郵送または持参
費無料
問一茶双樹記念館☎7150－5750（月曜休館、祝日の場合は翌日）

　18歳以上60歳未満の医療従事者や高齢者施設従事者など
が新型コロナワクチン4回目接種の対象となりました。詳細
は市ホームページをご覧ください。　
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
0120－586012
1036805

　仕事と子育ての両立や自分に向いている職種、
働き方についてお悩みはありませんか。講座では、
これまでのキャリアや興味·関心を整理し、子育て
や仕事、自分と家族の将来について考えます。ま

た、オンライン面接など最新の就職活動事情など
も情報提供します。新しい一歩を踏み出してみま
せんか。

　フィットネスインストラクター・
emiさんとハワイアンフラにフィッ
トネス要素を加えたダンスエクササ
イズを行います。
日8月21日㈰·28日㈰10時～11時
所南流山センター
定各20人(先着順)
費各500円
持動きやすい服装(男性はTシャツ、半ズボンなど)、パウ
スカート(お持ちの方のみ)、靴下、タオル、飲み物、マスク
申電話または直接窓口へ
問南流山センター☎7159－4511

所生涯学習センター(流山エルズ)
講子育てコーディネーター·古澤里美さん、産業カ
ウンセラー·岡智子さん　ほか
対働きたいと考えている女性
定25人(先着順)
費無料

申市ホームページから電子申請または講座申込専
用電話(☎080－5494－2323※1歳～就学前児
の一時保育あり(先着10人。8月24日までの要申
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

一茶双樹記念館俳句教室（各全10回）

女性のための
リーダーシップ･セミナー

万華鏡ギャラリー見世蔵の出張展示

一茶双樹記念館俳句大会

医療従事者や
高齢者施設従事者などが対象に

女性のライフ＆キャリア応援講座（全4回）

フィットネスフラ
 nani Aloha

8月7日11時からチケット販売開始

曽根麻央 Brightness of the Lives
リリース･ライブ in 流山エルズ

　トランペットとピアノの同時演奏で話題の曽根麻央さ
んが、4年ぶりのニューアルバム「Brightness…of…the…
Lives」を携えてライブを行います。新しいレパートリー
と、メンバーと共にした歳月がバンドの新たな側面を引
き出します。さらに、本公演にはニューヨークを拠点に
活動する二階堂貴文さん(パーカッション)が参加します。
日9月23日㈷14時から(13時15分開場)
所生涯学習センター(流山エルズ)　定180人(先着順)
▷チケット代＝前売り :一般3,000円、中学生以下1,500円、当日 :一般3,500円、中学
生以下2,000円(税込み。全席指定)

【チケットの購入方法】
①窓口 :生涯学習センター(流山エルズ)
②ホームページ :t

テ ケ ト

eket※コンビニ支払いは別途手数料がかかります。

①水曜午前教室
（9時30分～11時30分） 9月14日、10月12日、11月9日、令和5年1月11日、2月8日、3月8日、

4月12日、5月10日、6月7日、7月12日の水曜②水曜午後教室
（13時30分～15時30分）

③土曜午後教室
（13時30分～15時30分）

9月3日、10月1日、11月5日、令和5年1月7日、2月4日、3月11日、
4月1日、5月6日、6月3日、7月1日の土曜

期日※いずれも10時～12時 テーマ·内容
9月8日㈭ わたしと家族の将来を考えよう～再就職と子ども·家族～

9月15日㈭ わたしの強みを発見しよう!～わたしらしくライフ＆キャリアデザイン～
9月22日㈭ いまどきの就職事情を知ろう～ポストコロナの再就職～
9月29日㈭ 上手に自己アピール～再就職に必要なコミュニケーションスキル·トレーニング～

期日 時間 場所 費用

8月3日㈬～5日㈮ 10時～16時30分 森の図書館

無料
8月9日㈫～12日㈮ 10時～17時 流山おおたかの森S·C

FLAPS

令和2年開催「第11回世界の
きらめき万華鏡展」の作品

新型コロナワクチン３回目接種状況

※前回（7月14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。

（7月25日現在）

12歳～64歳（130,677人） 65歳以上（46,965人） 全体（177,642人）

84,935人／65.0％
（＋1,390人／＋1.1ポイント※）

42,872人／91.3％
（＋135人／＋0.3ポイント※）

127,807人／71.9％
（＋1,525人／＋0.8ポイント※）

問見世蔵☎7190－5100(月·火曜休館、祝日の場合は開館)
※見世蔵の休館期間は8月26日まで


