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聴覚に障害のある方へ
代表ファクス番号のご利用を

ファクス番号の記載がない記事へのお問い合わせは、代表ファクス番号（FAX 7150－0111）をご利用ください。担当課か
ら回答します。 問障害者支援課☎7150－6081

主な内容

パブリックコメントを実施…………………………… 2面
令和2年国勢調査が始まります… ………………… 3面
10月27日から就学時健康診断を実施…………… 4面
大腸がん検診が始まります………………………… 5面

万華鏡オータムコレクション
秋を満喫できる作品が
勢ぞろい………………………… 8面

重症化や手遅れにしないために
救急車を呼ぶべきか正しい判断を

　流山市消防本部では、安定した救急体制
を維持するため、救急隊員の装備を強化し
て救急活動を行っています。発熱や呼吸
器症状がある場合の救急要請時には、防護
服などの着用や救急車内に飛沫防止用の
シートの取り付けなどを行い出動します。
119番通報の際には、把握している症状を
できる限り正確に伝えてください。

　救急隊員が防護服などを着用していて
も、全て新型コロナウイルス感染者への対
応というわけではありません。傷病者の
方やその家族への誹

ひ

謗
ぼう

中傷や近隣住民の
不安をあおる行為、SNSなどへの安易な情
報の発信はしないでください。

（参考：総務省消防庁作成「救急車利用マニュアル」）※市ホームページからもご覧になれます。

　新型コロナウイルス感染症が流行している状況においては、全ての心停止傷病者に
感染の疑いがあるものとして対応します。
①反応と呼吸の確認
　傷病者の顔と救助者の顔があまり近づきすぎないようにしましょう。
②心肺蘇生の実施
　胸骨圧迫を開始する前に、ハンカチやタオルなどがあれば傷病者の鼻と口にかぶせ
ます。マスクや衣服などでも代用できます。
成人に対する場合：人工呼吸を行わずに胸骨圧迫を実施
子どもに対する場合：講習を受けて人工呼吸の技術を身につけ
ており、人工呼吸を行う意思がある場合には、胸骨圧迫に加え
人工呼吸も実施
※AEDの使用についてはこれまでと同様
③救急隊員への引き継ぎ後
　速やかにせっけんで手と顔を洗いましょ
う。傷病者にかぶせたハンカチやタオル
などは、直接触れないように廃棄すること
が望ましいです。

感染防止に配慮した心肺蘇生法救急隊員の装備を強化

市民の皆さんへのお願い

ためらわず救急車を呼ぶべき症状の例

　急な体調の変化やケガをしたとき、「救急車を呼ぶべ
きか」「すぐに医療機関を受診した方がいいか」など判断
に迷ったことはありませんか。少し休んでいれば大丈
夫と思っても、その体調の変化は一刻を争う症状のサ
インかもしれません。今回は、重症化や手遅れにしない

ために、ためらわずに救急車を呼ぶべき症状などを紹
介します。
問消防本部消防防災課☎7158－0151　

1003080

救急医療における新型コロナウイルス対策

大人　 小児（15歳未満） 大人　 小児（15歳未満）

頭

⃝突然の激しい頭痛
⃝突然の高熱
⃝支えなしで立てないぐらい急にふら
　つく ⃝頭を痛がって、けいれんがある

⃝�頭を強くぶつけて、出血が止まらな
い、意識がない、けいれんがある 顔

⃝�顔半分が動きにくい、またはしびれ
る
⃝笑うと口や顔の片側がゆがむ
⃝�ろれつが回りにくく、うまく話せな
い
⃝見える範囲が狭くなる
⃝突然、周りが二重に見える
⃝顔色が明らかに悪い

⃝唇の色が紫色
⃝顔色が明らかに悪い

腹

⃝突然の激しい腹痛
⃝激しい腹痛が持続する
⃝血を吐く
⃝�便に血が混じるまたは、真っ黒い便
が出る

⃝�激しい下痢や嘔
おう

吐
と

で水分が取れず、
食欲がなく意識がはっきりしない
⃝激しい腹痛で苦しがる
⃝嘔吐が止まらない
⃝便に血が混じった

手・足
⃝突然のしびれ
⃝�突然、片方の腕や足に力が入らなく
なる

⃝手足が硬直している

胸・背中

⃝突然の激痛
⃝急な息切れ、呼吸困難
⃝�胸の中央が締め付けられるような、
または圧迫されるよう
　な痛みが2～3分続く
⃝痛む場所が移動する

⃝�激しい咳
せき

やゼーゼーして呼吸が苦
しそう
⃝呼吸が弱い

　自分では気付きにくい場合がありますので、周囲の方が注意して様子を
見るようにしましょう。また、このほかにも、症状やケガなどの状態を見て
緊急だと感じたら、迷わずに119番通報してください。、
　緊急性の高い症状かどうか判断に迷ったときは、アプリや電話相談をご
利用ください（2面で紹介）。

発熱や呼吸器症状がある
救急要請時の服装
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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

　別表の公共施設の管理運営を行う団体などを募集します。詳細は募集要項をご覧
ください。

　老齢年金など（障害年金や遺族年金を除く）を受給され
ている方で源泉徴収の対象となる方に、日本年金機構から
「扶養親族等申告書」が順次送付されます。必要事項を明
記の上、期日までに返送してください。申告書を提出しな
いと、控除の申告がないものとして取り扱われ、令和３年２
月以降に受給する年金から控除される税金が高くなる場
合があります。
　申告書を紛失してしまった、記入方法が分からないなど
の場合は、松戸年金事務所またはねんきんダイヤルにお問
い合わせください。
問松戸年金事務所☎０４７－３４５－５５１７
ねんきんダイヤル☎０５７０－０５－１１６５

　市では、男女共同参画社会の形成に向けて、令和２年３
月に「第４次男女共同参画プラン」を策定しました。市民、
企業、行政などが一体となって取り組むため、プランの推
進のための意見をいただける方を募集します。委員の方
は、会議の際に一時保育をご利用になれます。
　市では、審議会などの女性委員の割合を４割以上とす
ることを目標としていますので、女性の積極的な応募を
お待ちしています。
▷応募資格＝次の要件をすべて満たす方①市内在住・在
勤・在学の18歳以上の方②市のほかの審議会などの委
員を委嘱されていない方③委員を推薦している団体の関
係者でない方④市税などの滞納がない方⑤平日の日中
に開催する会議に参加できる方
▷活動内容＝年２回程度の会議
▷募集人数＝５人以内

▷任期＝委嘱日から２年間（11月に委嘱予定）
▷報酬＝日額7,２００円（交通費含む）
▷応募方法＝企画政策課で配布の応募用紙（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、
「男女共同参画社会の形成に向けて、あなたが考えるこ
と」をテーマにした論文（８００字程度、任意書式）を添え
て、9月25日（必着）までに〠270－0192流山市役所企
画政策課へ郵送、メールまたは持参※応募書類は返却し
ません。
▷選考方法＝書類審査の上、面接※結果は応募者全員に
通知
問企画政策課☎7150－6064
danjokyoudou@city.nagareyama.chiba.jp
1003424

　今年新築した家屋を中心に家屋調査を行い
ます。この調査は、固定資産税の基礎となる家
屋（住宅や店舗、工場、物置、車庫など）の評価額
を算定するため、家屋の構造や各部分（基礎、
柱、屋根、内外壁など）の使用材料や仕上げおよ
び設備などを市職員（固定資産評価補助員）が
伺い調査するものです。
　調査対象の家屋所有者には、事前に依頼文
書を郵送しますので、調査へのご協力をお願い
します。
　なお、家屋を取り壊した場合や用途を変更し
た場合は、職員に告げるか、家屋滅失届を市役
所資産税課へ提出してください。
問資産税課☎７１５０－６０７４

　市が作成した計画などの案に対して、市民の皆さんの意見
を反映させるため、パブリックコメントを実施します。
　なお、いただいた意見に対する市の考え方は、市ホームペー
ジで公表します。
問パブリックコメントの制度について…
コミュニティ課☎7150－6076

1008474

①消防本部･中央消防署庁舎建設基本計画（案）
　中央消防署庁舎は昭和４９年５月に建設され、築年数が４６年
を迎えています。施設および設備の老朽化が著しいため、移
転新築することから建築に向けた計画を策定するものです。
◆意見交換会
日9月13日㈰10時～12時
所市役所第2庁舎301会議室
問消防本部消防総務課☎7158－0299FAX 7158－0276…
shoubousoumu@city.nagareyama.chiba.jp
1027420

②指定ごみ袋導入について
　市では、ごみの減量や適切な分別の推進などを目的に、指定ご
み袋の導入を検討しており、皆さんの意見を募集します。
問クリーンセンター☎7157－7411FAX 7150－8070
seisou@city.nagareyama.chiba.jp　 1027648

【共通事項】
▷募集期間＝9月1日～30日（必着）　▷対象＝市内在住・在勤・
在学の方または事業者など　▷閲覧場所＝市ホ－ムペ－ジ、各
担当課、市役所情報公開コ－ナ－、各出張所、各公民館、おおた
かの森センタ－、各図書館、生涯学習センタ－（流山エルズ）…
※①は各消防署、②は森のまちエコセンターでもご覧になれま
す。▷意見の提出方法＝自由様式（②は所定の様式を市ホ－ム
ペ－ジからダウンロ－ドも可）に、意見、住所、氏名、電話番号を
明記の上、①は〠270－0175流山市三輪野山1－994消防
本部消防総務課、②は〠270－0174流山市下花輪191ク
リーンセンターへ郵送または持参。ファクス、メールでも受け
付け

　9月9日は国が定める「救急の日」で、この日を含む1週間を「救急医療週間」としていま
す。
　急に体調が悪くなったりして、救急車を呼ぶべきか判断に迷ったら下記のアプリや電話
相談を活用してください。
　また、消防本部消防防災課では休日の夜間における救急当番病院の紹介を行っています
（夜間・休日の救急医療については5面参照）。詳細はお問い合わせください。

　総務省消防庁では、症状の緊急度を素早く判定するウェブ用・スマートフォ
ンアプリ「Q助」を配信しています。該当する症状を画面上で選択していくと、
「今すぐ救急車を呼びましょう」「できるだけ早めに医療機関を受診しましょう」
「引き続き、注意して様子を見てください」などの対応方法が表示されます。

問消防本部消防防災課☎7158－0151
1003080

　夜間や休日に急に体調が悪くなったとき、「医療機関を受診すべきか」「救急車を呼ぶべき
か」「様子を見ても大丈夫か」など看護師や医師が電話で相談に応じます※診断を行うもの
ではありません。

▷募集要項＝９月１日１０時～３０日17時までに各担当課ホームページからダウンロー
ド
申９月３０日17時までに必要書類を各担当課へ
問企画政策課☎7150－6064

1019312

応募は9月30日まで

扶養親族等申告書の
提出をお忘れなく

男女共同参画社会の形成にあなたの声を

今年新築した
家屋などが対象

市の政策にご意見を

救急車を呼ぶべき緊急性の高い症状か
迷ったときは

公共施設の指定管理者を募集

老齢年金等
受給者の方へ

男女共同参画審議会委員を募集

家屋調査に
ご協力を

パブリックコメントを実施

9月9日は救急の日

施設名 指定管理期間 問い合わせ先

流山福祉会館

令和3年4月1日～
令和8年3月31日

社会福祉課☎7150－6079

西深井福祉会館

南福祉会館

名都借福祉会館

平和台福祉会館

下花輪福祉会館

東深井福祉会館
（地域ふれあいセンター、
障害者福祉センター）

社会福祉課☎7150－6079
障害者支援課☎7150－6081

地域福祉センター 高齢者支援課☎7150－6080
障害者支援課☎7150－6081

心身障害者福祉作業所
（さつき園） 障害者支援課☎7150－6081

生涯学習センター 生涯学習課☎7150－6106

コミュニティプラザ
スポーツ振興課☎7157－2225

市民総合体育館ほか8体育施設

おおたかの森児童センター 令和3年3月1日～
令和8年3月31日 子ども家庭課☎7150－6082

相談日 相談時間 電話番号

救急安心電話相談
平日・土曜 18時～翌6時 ♯7009

（IP電話などは
☎03－6735－8305）日曜・祝日・年末年始 9時～翌6時

こども急病電話相談
（15歳未満） 毎日 19時～翌6時

♯8000
（IP電話などは
☎043－242－9939）

全国版救急受診アプリ「Q助」

電話相談

※相談は無料ですが、通話料は利用者負担です。
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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

　9月1日～10日は屋外広告物適正化旬間です。まちの良質な景観の創出や、広告物の
落下･転倒などの危害防止のため、広告物の設置状況の確認や見直しをお願いします。
　市では、適正な広告物の設置を促進するための普及啓発や、違反広告物などへのパト
ロールを期間中に実施します。
　また、今年4月1日から窓面などを利用して屋内から屋外に向けて表示する広告物に
対しても条例に基づく規制を行っています。屋外・屋内に関わらず、広告物の設置･表示
はルールを守って行いましょう。
　広告物に関するルールなど詳細は、市ホームページをご覧いただくか、市役所都市計画
課にお問い合わせください。
問都市計画課☎7150－6087　 1019408

　遺児等手当を受給している方に、現況届の用紙を送付しています。届け出期間は９月３０日
までです。期限内に届け出ないと手当が受けられないこともありますのでご注意ください。

　遺児等手当は、父母のいずれか一方が亡くなられているなどにより、１６歳未満（心身
に中度以上の障害のある方の場合は２０歳未満）の遺児などを監護または養育している
方に、児童福祉を目的に支給しています。ただし、所得による支給制限があります。申
請方法など詳細は、お問い合わせください。
問子ども家庭課☎7150－6082　 1001243

　「自分は火災に気を付けているから大丈夫」と思っていても、ちょっとした不注意から火
災は発生し、命や財産、大切な思い出まで全て灰にしてしまいます。
　自宅で火災が発生してしまった場合、被害を最小限に抑えるために、消火器による初
期消火は大変有効です。もしもの時の備えとして、自宅に消火器を設置しましょう。
問消防本部予防課☎7158－0270 問指導課☎7150－6105

　公共下水道が使用できる区域内にお住まいで、まだ接続工事がお済みでない方は、清
潔で快適な生活環境のため、早めの接続をお願いします。
　また、市内の下水道は汚水管と雨水管が別になっている「分流式」という方式で、汚水
と雨水を一緒に流すことができません。そのため、宅内の雨水が誤って汚水管に流れる
と各家庭からの汚水が流れなくなったり、逆流してマンホールから溢

あふ

れてしまったりする
ことがあります。
　宅地内の雨水が誤って汚水管に接続されていたり、汚水桝

ます

のふたに大きな穴が空い
ていたりする場合は、早急な改善が必要です。この機会に一度ご確認ください。
問下水道建設課☎7150－6097

　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。
　今年度の実施は今回が最後となりますので、この機会にぜひ住まいの不安を解消しま
せんか。
日9月8日㈫～17日㈭の平日9時30分～17時※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（先着順）　費無料
申市役所建築住宅課に電話※ご自宅の図面をお持ちの方はご用意を。その場で耐震診
断は行いません。
問建築住宅課☎7150－6088

1001913

　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、市役所指導課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）。

　国勢調査は、日本の人口や世帯の実態を明らかにするため、統計法に基づき実施する
国の最も重要な調査で、私たちには回答する義務があります。
　調査結果は、さまざまな法令にその利用が定められているほか、社会福祉や雇用政
策、生活環境の整備、防災対策など、私たちの暮らしのために役立てられます。

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、市ではインターネット回答を推進していま

　１０月１日現在、日本国内に住んでいる全ての人・世帯が対象です。住民票の住所では
なく、今住んでいる場所で回答します。
　生まれたばかりの赤ちゃんや、国籍に関係なく３カ月以上日本に住んでいる（住むこと
になっている）外国人の方も対象です。親元を離れて一人で暮らしている方は、親元で
はなく、おひとりの世帯として、今住んでいる場所で回答します。

　国勢調査では、統計法によって厳格な個人情報保護が定められています。また、調査
に従事する者には守秘義務が課せられており、調査結果を他に漏らしたり、統計以外の
目的に使用したりすることは固く禁じられています。
　また、インターネット回答中の通信は全て暗号化されており、不正アクセス防止の対策
を24時間行っています。

す。パソコンやスマートフォン、タブレットなどで回答できます。インターネット回答が難
しい世帯は、紙の調査票で回答することもできます。記入した紙の調査票は、青色封筒
に同封している郵送提出用封筒で郵送してください。
　詳しい回答方法は、調査員が配布する青色封筒の書類をご確認ください。

　国勢調査員は、総務大臣から任命された非常勤の国家公務員で、９月上旬から各世帯を訪
問します。インターホン越しに世帯主の名前、男女別の世帯の人数をお聞きした後、回答に
必要な書類が入った青色封筒を郵便ポストに投

とうかん

函します。ご理解とご協力をお願いします。

　国勢調査では、金銭を要求することや、銀行口座の暗証番号やクレジットカード番号な
どをお聞きすることはありません。
　国勢調査を装った不審な訪問者や電話、電子メール、ウェブサイトなどにご注意くださ
い。
　国勢調査員は身分を証明する「調査員証」を携帯していますので、ご確認ください。
問企画政策課☎7150－6064

1026870

▷国勢調査コールセンター＝☎０５７０－０７－２０２０（IP電話からは☎０３－６６３６－９６０７）
※9月7日から１０月３１日まで開設（無休、８時～２１時）

お子さんの就学を希望する方へ

新型コロナウイルス感染症拡大防止のためインターネット回答のご利用を

9月1日～10日は屋外広告物適正化旬間

9月30日までに届け出を

火災はちょっとした不注意から起こります

下水道への早期接続と雨水の侵入防止にご協力を 住まいの不安をこの機会に解消しませんか

特別支援学級･通級指導教室の
説明会･見学会

令和2年国勢調査が始まります

広告物の適正な設置にご協力を

遺児等手当の現況届

もしもの時に備えて
自宅に消火器の設置を

９月１０日は「下水道の日」 無料の出張耐震相談

新規申請は随時受け付け

学校名 期日 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 10月21日㈬

9時30分～

知的・情緒 ことば
八木南小 12月17日㈭

ー八木北小 10月14日㈬ 知的・情緒・言語
新川小 12月11日㈮

知的・情緒

東小 12月15日㈫
江戸川台小 10月14日㈬ ことば東深井小 12月17日㈭
鰭ケ崎小 10月1日㈭

ー向小金小 12月7日㈪
西初石小 10月13日㈫
小山小 10月15日㈭ ことば
長崎小 10月13日㈫

�ー流山北小 10月5日㈪
西深井小 10月20日㈫ 知的
南流山小 10月12日㈪ 知的・情緒・言語

おおたかの森小 11月11日㈬ 知的・情緒・難聴 ことば・難聴
南部中 10月14日㈬ 13時30分～ 知的・情緒

�ー

常盤松中
北部中 10月12日㈪ 9時30分～ 知的
東部中 12月11日㈮ 13時30分～ 知的・情緒東深井中 11月4日㈬

9時30分～八木中 10月9日㈮ 知的
南流山中 10月19日㈪ 知的・情緒
西初石中 10月9日㈮ 知的おおたかの森中 10月15日㈭ 13時30分～

■今を知り、未来をつくるための調査です

■流山市はインターネット回答を推進しています

■調査対象

■個人情報は厳格に守られます

■回答に必要な書類を配布するために国勢調査員が訪問します

■国勢調査を装った詐
さ ぎ

欺や不審な調査にご注意ください
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全国一斉　司法書士による手続
き支援のための養育費相談会

千葉司法書士会および千葉青年司法書士協議会は養育費に関する電話相談会を開催します。養育費でお困りの方は、ぜひご相談くだ
さい。秘密は厳守します。予約は不要です。  日9月12日㈯10時～16時　問千葉青年司法書士協議会 0120－567－301（当日のみ）

日 9月9日、11月11日、令和3年1月13日、3月10日の水曜9時30
分～11時
所生涯学習センター（流山エルズ）
対地域の子育て援助に興味がある方※利用会員になりたい方も参
加可　費無料　持筆記用具、身分証明書
申おおたかの森ファミリー･サポート･センターに電話
問同ファミリー･サポート･センター☎7199－2282

1001272

　家庭のペットを通じて命の大切さを学び、獣医師の先生から動物とのふれあい
方を学びます。おはなし会や犬猫クイズなどもあります。
日 10月10日㈯13時～15時　所おおたかの森センター
講獣医師･細井戸大成さん、児童文学作家･今西乃子さん
対小学生以上の方　定70人（先着順）　費無料
申9月2日10時からおおたかの森こども図書館に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

1027464

　専門家の方からアドバイスを受けなが
ら、ベビーマッサージやママの身体のケア、
赤ちゃんの食事について学びます。
日 10月5日・12日・26日の月曜10時～11
時30分（26日は12時まで）
所南流山センター
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0歳児とその母親
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、9
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

　お子さんを小・中学校へ就学させるのに経
済的理由でお困りの方に、学用品費や修学旅
行費などを援助しています。詳細は、各小・中
学校または市役所学校教育課にお問い合わせ
ください。
対①生活保護の停止または廃止を受けた方

②市民税の非課税または減免の扱いを受け
た世帯の方③児童扶養手当を受給されてい
る方④その他同生計の家族全員の所得が限
度額以内の方など
問学校教育課☎7150－6104

1001374

　来年４月に小学校へ入学する児童を対象に、就学時健康診断を小学校区単
位で行います。この健康診断は、児童の就学に当たり、健康状態について理解
と関心を深めていただくものです。
　該当する方には、９月中旬から下旬に「就学時健康診断通知書」のはがきが
届きます。届かない場合は、学校教育課にお問い合わせください。

内内科・歯科検診と視力検査、簡単な発達検査など
費無料
申不要
問学校教育課☎7150－6104

1001421

新規登録･子育て支援
提供活動説明会

動物のお医者さんが教える
やさしさのスイッチをオンにする方法

赤ちゃんといっしょ（全３回）

経済的に就学が困難な方へ

10月27日から就学時健康診断を実施

ファミリー･サポート･センター子どもの読書推進活動企画

子育てママのセミナー

学用品費などを援助

小学校入学前の健診を

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 26日㈯

パパと遊ぼう（4歳児～低学年）
※要申し込み

軽スポーツ大会(小学生）
江戸川台児童センター
☎7154－3015

19日㈯ 卓球教室（小学生）
26日㈯ マンカラ大会（小学生）

赤城児童センター
☎7158－4545

12日㈯ 卓球教室（小学生）
19日㈯ ドッジボール大会（小学生）

十太夫児童センター
☎7154－5254

1日㈫～3日㈭ 工作の日（小学生）�
持手さげ袋

8日㈫～10日㈭ 敬老の日のプレゼント作り（小学生）　�
持手さげ袋

野々下児童センター
☎7145－9500

16日㈬ おはなしのへや（乳幼児向け）
※要申し込み

26日㈯ ドッジボール大会（小学生）
思井児童センター
☎7159－5666

19日㈯ ミニドッジ大会（小学生）
26日㈯ マンカラ大会（小学生）

向小金児童センター
☎7173－9320

23日㈬ 応急手当講習会（乳幼児向け）
※要申し込み

26日㈯ ドッジボール大会（小学生）

●たんぽぽのひろば… …日 17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20人（先着順）　申電話

… 所東部公民館（☎7144－2988）
●おおたかの森ひろば… …日 16日㈬　内児童館のおもちゃで遊んだ後、親子ふれあい

遊びをします。おもちゃ病院も同時開催… 対市内在住の方　
定25組（先着順）　申電話

… 所おおたかの森センター（☎7159－7031）
… ※なかよしひろば、親子サロン、すくすくひろばはお休みです。

当日は検温、大人の方はマスク着用をお願いします。
時間はいずれも10時～11時30分　費無料　問各公民館

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 （9月）

児童館・児童センター　9月の催し物

●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15日㈫　所文化会館　申不要
●南流山ぽかぽかサロン……乳幼児連れの親子が自由に交流。ミニイベントはオカリナ、

鍵盤ハーモニカの演奏。おもちゃ病院もあり
… …日17日㈭　所南流山福祉会館　定20組（先着順）
… 申文化会館に電話　持バスタオル、マスク
… ※ひだまりサロンはお休みです。

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

博物館子ども教室
勾
ま が た ま

玉づくり
　古代のアクセサリーだった勾玉。ロウ石
を削って、自分だけのオリジナル勾玉を
作ってみませんか。
日 9月26日㈯10時～12時、14時～16時
所博物館
対小・中学生
定各10人（先着順）　費無料
持汚れても良い服装
申9月2日9時から電話
問博物館☎7159－3434

1027631

こども理科実験室
「スライム・スーパーボール」のふしぎ
　スーパーボールを手作りして、楽しい実
験をしましょう。
日 9月27日㈰13時～15時
所北部公民館
対小学生
定10人（先着順）　費100円　
持マスク
申電話または直接窓口へ
問北部公民館☎7153－0567

初めての方向け　赤ちゃんと一緒にわら
べうたベビーマッサージ
　わらべうたを歌いながら、服の上から赤
ちゃんをマッサージします。赤ちゃんとの
ふれあいを楽しみましょう。
日 10月3日㈯10時～10時45分
所おおたかの森センター

講NPO法人わらべうたベビーマッサージ
研究会認定インストラクター･牛木貴恵さ
ん
対2～6カ月の赤ちゃんと保護者
定20組（先着順）
費1組500円
持タオル、防水シーツ、植物性100％で無香
料のオイル（お持ちの方のみ）
申9月2日10時から木の図書館に電話
問木の図書館☎7145－8000

1027416

初石学習教室の生徒を募集
　元教員の流山市シルバー人材センター会
員が小学生に国語と算数を教えます。

所流山市シルバー人材センター（東初石3
丁目）
定各学年10人（先着順）
費月4,000円
申電話または直接窓口へ
問同センター☎7155－3669

市内小･中学校科学作品展を中止
　例年実施している市内小・中学校科学作
品展は、新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、今年度は中止します。なお、県の
科学作品展（小学校の部、中学校の部）につ
いても中止となりました。
問指導課☎7150－6105

期日 学校 期日 学校

10月27日㈫ 八木北小学校 11月17日㈫ 東小学校
江戸川台小学校

10月29日㈭ おおたかの森小学校
おおぐろの森小学校 11月18日㈬ 小山小学校

西深井小学校
11月4日㈬ 長崎小学校 11月20日㈮ 東深井小学校
11月5日㈭ 西初石小学校 11月24日㈫ 南流山小学校
11月10日㈫ 流山北小学校 11月25日㈬ 八木南小学校
11月13日㈮ 新川小学校 11月26日㈭ 向小金小学校
11月16日㈪ 流山小学校 11月27日㈮ 鰭ケ崎小学校

※時間はいずれも13時30分から（13時から受け付け。おおたかの森小学校、おおぐろの森小学校
は調整中）

対象 開催日時
小学3･4年生 土曜10時～12時

小学5･6年生
土曜13時～15時
木曜17時～19時
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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

開催教室 日程 開催場所 備考

もぐもぐ教室
（予約制）

14日㈪・24日㈭ 保健センター
4～6カ月児の離乳食指導。母子健康手帳、筆
記用具持参

17日㈭ 南流山センター

カムカムキッズ
（予約制）

25日㈮ 保健センター 令和元年8月～10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、筆
記用具、歯ブラシ持参30日㈬ 東部公民館

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2年6月生まれの乳児対象

②1歳6カ月児…7日㈪・
8日㈫・9日㈬

保健センター
新型コロナウイルス感染症対策のため、日時を
指定し人数調整します。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…1日㈫・2日㈬・

4日㈮

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

　糖尿病性腎症は、糖尿病の合併症の一つで、高血糖状態が続くことにより、腎臓の
機能が損なわれ、血液中の老廃物が尿として排出できなくなる病気です。最終的に
は腎不全となる危険な病気で、人工透析が必要となる最も大きな原因にもなってい
ます。
　市では、糖尿病性腎症の重症化による人工透析への移行を防止し、市民の健康増進
および医療費の適正化を図るため「流山市糖尿病性腎症重症化予防プログラム」を９
月１日から実施します。
　このプログラムでは、糖尿病性腎症の発症・重症化のリスクのある方に対して、か
かりつけ医の治療方針に基づき、保健師・管理栄養士などの専門職が６カ月間、生活
習慣改善に向けたサポートを行います。プログラム対象者には、かかりつけ医もし
くは市から案内があります。詳細はお問い合わせください。

対流山市国民健康保険に加入しており、次のいずれかに該当する方①特定健康診査
などの結果から糖尿病が疑われ、腎機能の低下がみられている方②２型糖尿病で通
院・加療中で、腎機能の低下がみられている方
問保健センター☎7154－0331

　新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、受給者証の有効期間が１年間延長に
なった方を対象に、新しい受給者証を発行します。
　小児慢性特定疾病医療受給者証は、自己負担上限額管理ノートと併せて９月末ま
でに、指定難病、肝炎および特定疾患の医療受給者証は、自己負担限度額管理手帳と
併せて12月末までに発送予定です。詳細はお問い合わせください。
問松戸健康福祉センター（松戸保健所）地域保健課☎047－361－2138

　予防接種は、感染症にかかりやすい年齢などをもとに、感染症の罹
り

患
かん

やまん延防止
のため、予防接種法に基づき接種年齢が決められています。特に子どもの予防接種
は「不要不急」ではありません。接種が遅れると免疫がつくのが遅れ、重い感染症に
かかるリスクが高まります。延期はせずに期限内での接種をお願いします。
　なお、令和2年3月19日から令和3年3月31日の間で、新型コロナウイルス感染症
の影響による特別な事情で対象期間内に予防接種を受けられなかった場合は、対象
期間外でも定期接種として接種できる場合がありますので、ご相談ください。
問保健センター☎7154－0331

　成年後見制度は、認知症の方や知的障害、精神
障害がある方の権利や財産を守るために、家庭
裁判所が選任した成年後見人などが、法律的に
支援する制度です。相談には認定NPO法人東
葛市民後見人の会が応じます。
日 9月25日㈮、11月30日㈪、令和３年1月26日㈫、
3月11日㈭13時～15時※１人40分以内
所ケアセンター

対成年後見制度の利用を考えている方やその家
族、介護等専門職の方など　定各３人（先着順）…
費無料　申希望する相談日の前日までに社会福
祉協議会に電話、ファクスまたはメール
問社会福祉協議会
☎7159－4735FAX 7159－4736
mail@nagareyamashakyo.com
1018881

　献血していただいた血液は大切に使われてい
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。
日 ①9月23日㈬13時～14時②9月29日㈫10時
～11時45分、13時～16時
所①保健センター②市役所
▷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
問千葉県赤十字血液センター☎047－457－
9927
保健センター☎7154－0331

　近年、ライフスタイルの変化などにより大腸がんが急増していま
す。大腸がんの検診は、便に混じった大腸からの出血を調べる「便潜
血検査」です。
　すでに登録されている方には、8月下旬に受診票を送付しました。
市の検診を2年以上受けていないなど受診票がお手元にない方で、受
診を希望する場合はお早めに申し込みください。なお、検診は「自覚
症状などのない健康な人」が対象ですので、自覚症状のある方は医療
機関で診察を受けてください。
　また、9月は国が定める健康増進普及月間です。この機会に健康に
ついて考え、生活習慣を見直してみませんか。
日 9月1日㈫～11月30日㈪
所契約医療機関
申電子申請または検診名、住所、氏名（ふりがな）、生年月日、性別、電話
番号を明記の上、〠270－0121流山市西初石4－1433－1保健セン
ターに郵送または直接窓口へ※電話、ファクスでの申し
込みは不可
問保健センター☎7154－0331

1000668

9月1日から流山市糖尿病性腎症重症化
予防プログラムを実施

新型コロナウイルス感染症の影響による
定期予防接種の対応

県の医療費公費負担・助成制度
（小児慢性特定疾病、指定難病、肝炎など）

をご利用の方へ

成年後見制度の無料相談会

献血にご協力を!

大腸がん検診が始まります

流山市国民健康保険加入者の方へ

遅らせないで期限内に接種を

新しい受給者証を発行

誰もが地域で安心して暮らすために 対象者へ受診票を送付

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　 10006469月

【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】
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
※病状により二次病院へ紹介させていただく場合があります。

 松戸健康福祉センター（松戸保健所）各種無料相談
事業名 実施日（9月） 時　間 問・予約

思春期相談
(予約不要。電話相談のみ) 平日 9時～17時

☎047ー361ー2138精神保健福祉相談 3日㈭ 14時～16時

酒害相談 17日㈭ 14時～16時30分

DV相談
電話（予約不要） 平日

9時～17時

☎047ー361ー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ー361ー2346

FAX 047ー367ー7554来所

※予約制。相談内容など、詳細はお問い合わせください。新型コロナウイルス感染症の発
生状況に伴い、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）。

初回 1カ月目～5カ月目 6カ月目

支援方法 面談 面談・電話・教室など
１～４回 面談

支援内容

・生活習慣や通院状況を確認します
・食事の状況などから、糖尿病重症化予防に向けたプランを考えます
・専門職が面談・電話・教室などで、実践をサポートします
・検査数値や生活習慣の変化を確認し、実践の成果を評価していきます

※ハローベイビー（両親学級）は、新型コロナウイルス感染症対策のため内容や人数を調整していることから、9月開催分の受け付けは終了
しました。10月開催分の受け付けは、9月16日から開始します。申し込み方法など詳細は、市ホームページ（ 1000655 ）をご覧くださ
い。また、新型コロナウイルス発生状況に伴い、急きょ事業の開催が延期･中止となる場合があります。最新情報は市ホームページ
（ 1024487 ）をご覧ください。
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借金の返済でお悩みの方へ
一人で悩まず相談を

関東財務局千葉財務事務所では、借金問題の解決のために無料相談を受け付けています。秘密は厳守します。予約は不
要です。 問同事務所多重債務相談窓口☎043－251－7830

　☎7156－7888
●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）
　12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
　問同相談所☎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
●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
　☎7158－7833
●心の相談（予約制）
　24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2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

●法律相談（予約制）
　火・木曜（13時～15時40分）
　※22日を除く
●税務相談（予約制）
　23日（13時～16時30分）
●登記相談（予約制）
　9日（13時～15時40分）
●交通事故相談（予約制）
　28日（10時～15時）
●暮らしの手続き相談（予約制）
　18日（13時～16時）

●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）
　4日・11日・25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）

月〜金曜（8時30分〜17時）
☎7158－1616

市民相談室の相談

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

9月

その他の相談

　…1日・25日（18時30分～20時30分）
　江戸川台福祉会館
　13日（14時～16時）
　向小金福祉会館
　問流山断酒新生会
　☎7192－8577
●年金相談（予約制）
　11日（9時30分～14時10分）
　市民相談室
　問保険年金課☎7150－6110
●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）
　皆さんのもとに出向きます。
　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

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、電話またはメールで
の対応となっている場合があります。事前にお問い合わせください。

　流山市赤十字奉仕団では、献血の呼
び掛け、高齢者施設でのボランティア、
地域での救急法講習会や炊き出し訓
練、活動資金募集活動などのボラン
ティア活動を行っています。年齢や性
別は問いません。活動などに興味があ
る方は市役所社会福祉課までご連絡く
ださい。
問社会福祉課☎7150－6079

　誰にでもできるタオルを使った簡単
なストレッチを紹介します。体を伸ば
してフレイル（虚弱）を予防しましょう。
日9月30日㈬10時～11時30分　所東
部公民館　対市内在住･在勤･在学の方
定20人（先着順）　費無料
持運動靴、飲み物、動きやすい服装、タ
オル、マスク　申保健センターに電話
問保健センター☎7154－0331

　マス目で区切ったマットの上を、いろいろなパ
ターンで足踏みをするスクエアステップを行い
ます。
日9月28日㈪13時30分～15時
所南流山センター
対市内在住･在勤･在学の方
定30人（先着順）　費無料
持タオル、飲み物、動きやすい服装、室内用シュー
ズ、マスク
申保健センターに電話
問保健センター☎7154－0331

　認知症の方を介護する家族のための座談会で
す。日ごろの介護の悩みや不安などを、「認知症
の人と家族の会千葉県支部」の方や高齢者なんで
も相談室…（地域包括支援センター）職員、市職員な
どを交えて和やかな雰囲気の中で自由に話しま
しょう。
日10月5日㈪10時～11時30分…
所市役所　費無料…　申電話…
問介護支援課☎7150－6531　 1012948

　市内の介護保険施設などで、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。

日10月6日㈫9時45分～14時25分
所南流山センター
対市内在住で要介護･要支援認定を受けてい
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

　中途で失聴した方や難聴者の方、その家族のための手話講習会です。講師
の話を文字で表示しながら進めますので、安心してご参加ください。
日10月7日～令和3年1月27日の水曜10時～12時（10月14日、11月11日、
12月9日・30日、1月13日を除く）
対市内在住･在勤･在学の方
定10人（多数抽選）
費1,200円（テキスト代）
申9月2日～30日に電話、ファクスまたは直接窓口へ

日講義：11月11日㈬9時30分～17時、11月30日㈪10時～16時、実習：11
月12日㈭～27日㈮の平日のうち1日9時30分～16時　対市内在住･在勤で
市内の訪問介護事業所に勤務しているホームヘルパー研修1～3級修了者も
しくは介護福祉士資格をお持ちの方または、将来精神障害者の介護に従事す
ることを希望する方　定10人（先着順）　費3,000円　持筆記用具、昼食、上
履き　申9月2日から電話、ファクスまたは直接窓口へ※窓口の場合は資格
証明書の写しを持参

【共通事項】
所障害者福祉センター（東深井福祉会館内）
問障害者福祉センター☎7155－3638 FAX 7153－3437

問介護支援課☎7150－6531FAX 7159－5055…

流山市赤十字
奉仕団員を募集

のびのーび！
タオルを使ったフレ
イル予防ストレッチ

歩く脳トレ運動!
スクエアステップ

認知症の方を支える
家族の会（コスモスの会）

介護支援サポーター養成講座

障害者福祉センターの講座

あなたも一緒に
活動しませんか

誰でも簡単

（健康づくり推進員協議会主催）

介護の悩みや不安を
話してみませんか

介護支援サポーター活動でいきいき元気!!

イベント名・内容 日時 場所 その他※いずれも費用無料

認知症サポーター養成講座
　認知症サポーターは、認知
症の方を見守る応援者です。
一緒に、認知症について学び
ましょう。

9月12日㈯
14時～15時30分
（13時30分から
受け付け）

東部公民館

定30人（先着順）※手話通訳あ
り　申東部高齢者なんでも相
談室（地域包括支援センター）
に電話（☎7148－5665）または
ファクス（FAX7141－2280）

1000831

認知症講演会「認知症にな
っても住み慣れた地域で暮
らし続けるためにできるこ
と」
　認知症看護認定看護師の
溝井由子さんによる講演と、
認知症の家族の介護経験の
ある市民との対談

9月27日㈰
13時～14時30分
（12時30分から
受け付け）

初石公民館
定70人（先着順）
申市役所介護支援課に電話ま
たはファクス

1027370

若年性認知症のつどい
　市内の認知症サポート医
である、いけだ内科小児科ク
リニックの池田郁雄さんに
よる講話と参加者同士の座
談会

9月30日㈬
14時～15時30分
（13時30分から
受け付け）

南流山
センター

対若年性認知症の本人または
その家族、若年性認知症に関心
のある方、医療・介護専門職の
方
定20人（先着順）
申市役所介護支援課に電話ま
たはファクス

1017020

認知症の方の思いを感じて
みよう～VR認知症体験会～
　VR（バーチャルリアリティ
ー）の技術を活用して、認知
症の症状や認知症の方が見
ている世界を体験し、グルー
プワークを通じて認知症へ
の理解を深めます。

10月4日㈰
10時30分～12時
（10時から
受け付け）

森の図書館
定40人（先着順）
申市役所介護支援課に電話ま
たはファクス

1021872

期日※いずれも10時～13時 場所
10月2日㈮･27日㈫、11月6日㈮･24日㈫、12月4日㈮、
令和3年2月5日㈮･24日㈬、3月5日㈮･23日㈫ 初石公民館

10月13日、11月10日、12月8日、令和3年2月9日、3月9日の火曜 北部公民館
10月16日、11月20日、令和3年2月19日、3月12日の金曜 南流山センター

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
申NPO法人健康を育てる会・流山に電話（佐藤☎080－5643－2779）
問保険年金課☎7150－6077

　認知症は誰でもなる可能性のある脳の病気です。市では、9月21日の世界
アルツハイマーデーに合わせて９月を「認知症を知る月間」とし、認知症の正
しい知識の普及啓発を目的として、認知症に関するさまざまなイベントを予
定しています。

健康を支える栄養学に基づく調理実習
認知症について一緒に考えてみませんか病気の予防や健康回復に

9月21日は世界アルツハイマーデー

◆中途失聴者･難聴者のための手話講習会（全12回）

◆精神障害者ホームヘルパー養成研修
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イベント

しみんの伝言板
問秘書広報課☎7150－6063　 1007526

■グラウンド・ゴルフを始めてみませんか？
老人力アップと健康増進に…(流山市グラ
ウンド・ゴルフ協会南部支部主催)=9月1
日～29日の火曜9時～11時、新東谷防災
広場。無料※要申し込み。雨天中止問梅
川☎7158－5958
■楽しく健康的なピンポン(初心者卓球)
を始めてみませんか？(ピンポン４

フォー

クラブ主
催)=9月3日・10日・24日の木曜14時～
16時、生涯学習センター(流山エルズ)。
無料問酒井☎090－4259－7525
■水石＆盆栽展 (流山市文化協会盆栽部
主催)=9月4日㈮～6日㈰9時～17時(4
日は10時30分から、6日は16時まで)、生
涯学習センター(流山エルズ)。無料問井
上☎7152－6561
■平和のための戦争展「とうかつ」(同実行
委員会主催)=9月6日㈰13時30分～16
時30分、アミュゼ柏。無料※要申し込み
問花山☎7153－0199
■第4回アールサンク絵画展=9月8日㈫

～20日㈰9時～21時(8日は14時から、
20日は16時まで)、さわやかちば県民プ
ラザ（柏市）。無料問高橋 hiromitiaki@
yahoo.co.jp
■講演会・発達障害って何だろう(発達障
害の特徴)(発達障害者家族会「ひまわり
の会」主催)=9月12日㈯10時～12時、
初石公民館。無料※要申し込み問勝本
☎090－3696－1589
■第32回四季の会作品展=9月14日㈪
～21日㈷10時～18時(14日は13時か
ら、21日は15時まで)、生涯学習センター
(流山エルズ)。無料問海老塚☎7154－
0304
■ながれやま・がん哲学外来カフェ（（一社）
がん哲学外来主催)=9月14日㈪10時
～12時、平和台恵教会。200円※要申
し込み問春日井☎090－2657－8948
■全日本写真連盟流山支部第15回写真
展 (市教委後援)=9月24日㈭～29日㈫
10時～17時(29日は16時まで)、生涯
学習センター(流山エルズ)。無料問福田
☎7115－1156
■大岩宝新ヴァイオリン･リサイタル（市
教委後援）＝10月3日㈯17時～19時、ス
ターツおおたかの森ホール。2,000円問

大岩☎090－6958－3087

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
★スマホ・パソコン無料相談会

日9月18日㈮13時30分～15時30分
所南流山福祉会館
対市内在住・在勤・在学の方
定15人（先着順）
費無料
持スマートフォン、パソコン（電源付き）、筆
記用具
申電話または直接窓口へ
問南流山福祉会館☎7150－4320

★初心者スマートフォン教室

日10月1日㈭13時30分～16時30分
所森の図書館
講流山パソコンボランティア（NPV）の皆
さん
定5人（先着順）
費 1,500円
持スマートフォン、筆記用具
申 9月2日10時から電話または直接窓口
へ
問森の図書館☎7152－3200

1027463

★リサイクル講座
ハンカチでブローチづくり

日10月5日㈪13時～16時
所クリーンセンター
定10人（多数抽選）
費 300円
持不用になった薄手のハンカチなど
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、9月23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

1027617

★就職個別相談セミナー

①コロナ時代に一人で悩まない就活対策
とは？
日10月5日㈪13時～15時
②内定につながる応募書類の書き方と
は？
日10月12日㈪13時～15時

【共通事項】
所ジョブサポート流山（江戸川台駅前庁舎
3階）　対主に若年未就労者の方で働く意
欲のある方およびその家族
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

展示

★緑のカーテン写真コンテスト･
ゴーヤレシピコンテスト
作品展示期間中に投票を受け付け

　両コンテストの作品展示と投票の受け
付けを行います。投票は市のホームペー
ジからもできます。また、両コンテストの
作品を9月4日まで募集しています。
日9月9日㈬～15日㈫8時30分～17時
15分　所市役所
問環境政策課☎7150－6083

1002593 …（緑のカーテン）
1002594 …（ゴーヤレシピ）

会議 どなたでもお聴きになれます

★市民参加推進委員会

日9月11日㈮10時から
所市役所
内平成30年度･令和元年度評価のとりま
とめについて　ほか
問コミュニティ課☎7150－6076

資格
防火管理甲種新規講習（全2回）

日10月21日㈬・22日㈭
所南流山センター　定100人
申（一財）日本防火・防災協会のホームペー
ジから電子申請または申込用紙をダウン
ロード（消防本部予防課でも配布）し必要
事項を明記の上、9月9日～16日に（一財）
日本防火・防災協会にファクス（FAX 03－
3591－7130）
問（一社）千葉県消防設備協会☎043－306
－3871
消防本部予防課☎7158－0270

令和2年　後期危険物取扱者試験

日11月22日㈰　所日本大学生産工学部
実籾校舎（習志野市）
申 電子申請：9月14日～10月6日、書面
申請：9月17日～10月9日に（一財）消防試
験研究センター千葉県支部に特定記録郵
便で郵送または持参（平日のみ）

【受験者対象の講習会※希望者のみ】
日10月29日㈭
所松戸商工会議所
費 3,600円（別途テキスト代）
申 9月14日～18日9時～11時30分、
13時～16時30分に消防本部予防課窓
口へ
問消防本部予防課☎7158－0270

その他

★自治会を通じた文書配布

　9月11日付で自治会などを通じて文書
を配布します。各出張所および公民館で

も閲覧できます。
▷配布文書＝消費生活センターからの大
切なお知らせ　ほか
問コミュニティ課☎7150－6076

★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①9月12日㈯13時～15時30分②9
月13日㈰13時～15時30分、9月26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

【おもちゃのリサイクル】
　壊れたり、使わなくなった不用なおも
ちゃがありましたら、おもちゃ病院にお
持ちください。提供いただいたおもちゃ
は修理または、ほかのおもちゃの部品と
して再生し、必要としている子どもたち
の手に届けます。
問①森の図書館☎7152－3200

1027462

②クリーンセンター☎7157－7411
1016384

★千寿の会

　10月は、ハーモニカの演奏があります。
日10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
申 9月2日から電話、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

1027386

★は市または指定管理者などの主催のもの
ノートなが やれ ま

市民対象の公民館パソコン教室（10月）

講座名 期　日 時　間 内　容
①マンツーマン
パソコン教室

10月5日㈪
6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

②初めての
パワーポイント

10月6日㈫
7日㈬

9時～
12時30分

初心者でもできる、BGMや動画も入れたプレゼン
資料の作成

講座名 期　日 時　間 内　容
マンツーマン
パソコン教室

10月7日㈬
8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

講公民館パソコンボランティアの各団体（流山パソコンボランティア・PCYYクラブ）
定①5人②10人（いずれも先着順）　費①2,500円②3,000円　持ノートパソコン　
申電話

定5人（先着順）　費2,500円　持ノートパソコン　申電話

●文化会館のパソコン講座　問文化会館☎7158－3462　 1014849

●初石公民館のパソコン講座　問初石公民館☎7154－9101

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

流山市美術家協会
陶芸･工芸作品展

問㈱アーテック☎7154－1441
1001703

9月1日㈫～30日㈬

四季の花々展
「秋近し」をテーマに展示します。

問生涯学習課☎7150－6106
1001705

9月7日㈪～11日㈮

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

足揉み健康法
（ゾーンセラピー木曜
クラス）

9月3日・10日・17日・24日
の木曜 9時30分～10時30分

2,200円（全4回）
持マスク、バスタオル

定20人（先着順）
※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

9月6日・13日・20日・27日
の日曜

11時～12時30分
（10時40分から受け付け）

各510円
定12人（先着順）

持マスク、動きやすい
服装、室内履き

身体がグーンと
伸びるストレッチ 9月14日㈪ 11時～12時

800円
持マスク、動きやすい
服装、室内履き
定15人（先着順）
※要申し込み

申 問生涯学習センター（流山エルズ）☎7150－7474
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今月の
納付

●国民健康保険料（第4期）　●介護保険料（第4期）　
●後期高齢者医療保険料（第3期）
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

　市の自然環境の象徴的な存在であり、市の鳥
に制定されているオオタカの生態などを展示
します。
日 9月9日㈬～15日㈫8時30分～17時15分（平
日のみ）
所 市役所
問環境政策課☎7150－6083　 1017437

　国内外の作家による秋色万華鏡を展示販売しま
す。シックな色合いの万華鏡や物語を感じさせる
作品、見た景色が万華鏡の模様になるテレイドス
コープのペンダントタイプなど、秋を満喫できる
作品が勢ぞろいします。
日 9月9日㈬～10月25日㈰10時～17時
所 万華鏡ギャラリー見世蔵
費 無料
問見世蔵☎7190－5100（月･火曜休館、祝日の場合は開館。9月23日は臨時休館）

市の鳥オオタカパネル展

万華鏡オータムコレクション

オオタカの生態を知ろう

秋を満喫できる作品が勢ぞろい

　市内小学生から文案を募集し、作成した「防災カル
タ」。今回、イラストレーター･三條栄子さんによる絵
札の原画を展示します。…
日 9月1日㈫～27日㈰9時30分～17時（1日は12時か
ら、27日は12時まで。23日および月曜休館。21日は
開館）
所 森の図書館　費 無料　申 不要
問森の図書館☎7152－3200　 1027467

①うんがいい! マルクト
運河駅で観光みやげを
日 ９月２日㈬･5日㈯･12日㈯･19日㈯10時～16時
内 産直野菜･工芸品･グルメなどの販売
②Sax Jazz Night at 運河駅
　サックスとピアノの演奏を聴きながら
「ブラッスリーしんかわ」（フレンチ）のド
リンクと軽食を楽しみます。
日 9月11日㈮19時～19時30分、20時～
20時30分
▷出演＝地場辰哉（サックス）、関根克己
（ピアノ）
費 無料（椅子席は500円）※飲食代実費
申 不要　
③運河の植物で古代布を織り隊
利根運河シアターナイト2020ワークショップ
　利根運河沿いに生息する野草を採取し、発酵や乾燥などの工程を経て糸を紡ぎま
す。そして、来年の七夕まつりまでに機織り機で布を織り、運河駅にインスタレー
ション展示をするワークショップ（通年）です。今後の日程など、詳細はお問い合わ
せください。
日 9月12日･19日･26日の土曜①10時～12時②13時～15時
費 500円
申 電子申請またはメール（ theaternight2020@gmail.com）
④木陰で自転車カフェ
　運河水辺公園の木陰に、自転車屋台の喫茶店が出現します。緑に囲まれた水辺で、
憩いのひと時をお過ごしください。
日 9月12日㈯・26日㈯9時～15時(荒天中止)
⑤水に親しむカヌー遊び
　松戸市カヌー協会有志の皆さんとカヌーをこいで、水
に親しみます。
日 9月12日㈯・26日㈯9時～11時(1人10分、荒天中止)
対 2歳以上の方
費 300円（保険代含む）　申 不要

【共通事項】
所 ①②運河駅ギャラリー（運河駅自由通路内）③利根運河交流館集合④⑤運河水辺
公園
問利根運河交流館☎7153－8555（月･火曜休館、祝日の場合は翌日）

ギャラリーガラスケース展示

利根運河交流館のイベント

三條栄子さん　防災カルタ原画展
～流山子育てプロジェクト×イラストレーター～

地場辰哉

関根克己

市独自の「学生応援給付金制度」を
後期分も実施

市独自のPCR検査体制を強化

授業料支払い困難の学生に上限50万円を給付
学校などで感染者確認の場合は市
費で該当クラスなどの検査を実施

　市では、自身の就労収入などで授業料を賄っている学生で、新型コロナウイルス感染症の
影響により就労収入が減少し、授業料の支払いが困難となっている方を対象に給付金を支
給します。必要書類など詳細は、市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
対 次の全てを満たす学生（大学、大学院、短期大学、高等専門学校（4年次以上）、専修学校）①令
和2年8月31日現在で、流山市に住民票が作成されている②経済的に困窮しており令和2年
度後期（または10月～3月分）の授業料が未納③令和2年度前期（または4月～9月分）の授業
料を学生自らが就労などの収入によって納入している④日本学生支援機構などの給付型奨
学金をもらっていない※前期分の学生応援給付金を受給している方も対象になります。
▷給付金額＝令和2年度後期（または10月～3
月分）の授業料（減免されている場合は減免後
の金額）の全額（上限50万円）
▷支払時期＝10月上旬から随時給付予定
申 市役所企画政策課で配布（市ホームページか
らダウンロードも可）の申請書に必要書類を添
付し、10月31日（必着）までに〠270－0192
流山市役所企画政策課へ郵送または持参※申
請前に必ずご相談ください。
問企画政策課☎7150－6064　 1025981

　市では、新型コロナウイルス感染症に対する不安を解
消するため、市独自のPCR検査体制を強化しています。
　市内の公立小・中学校や認可保育所などに在籍する
児童・生徒や教職員に感染者が発生し、１人でも濃厚接
触者が確認された場合は、感染者のクラス全員や接触
のあった教職員などに対し、全額市の負担でPCR検査
を実施します。
　ただし、該当となった場合であっても、PCR検査を希望
しない方に対しては、検査を強制するものではありません。

新型コロナウイルス感染症対策関連情報

【イメージ図】
保健所での
検査対象

感染者

濃厚接触者
クラスや部活、接触の
あった教員など全員

保健所での検査
対象以外の方も
全額市費で
PCR 検査
※ただし、検査を
希望しない方を除く

問健康増進課☎7154－0331

市長から学生の皆さんへ
　新型コロナウイ
ルス感染症の影響
で、アルバイトがな
くなったり、収入が
減ったりしても、学
校をやめることの
ないように、ぜひご相談ください。


