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11月9日～15日は
秋の全国火災予防運動を実施

「その火事を　防ぐあなたに　金メダル」をスローガンに、市内全域で火災予防広報の巡回を実施します。 
問消防本部予防課☎7158－0270

主な内容

まちづくり達成度アンケートにご協力を…………… 2面
買物支援協力店のご利用を… …………………… 3面
市内認可保育施設の来年度入所申請受け付けを開始…… 4面
歯周病検診を実施中… …………………………… 5面

スターツおおたかの森ホール
栗コーダーカルテット＆
ビューティフルハミングバードコンサート……8面

もしもの時、命と財産を守る備えはありますか

たばこ（３件）
□寝たばこは絶対にしない
□吸い殻はためずにこまめに捨
てる
□灰皿に水を入れておく

　火災は命を奪い財産など全てを灰にしてし
まいます。今年、市内では昨年と比べ、被害の
大きい火災が増えています。暖房器具などの使
用も増えるこの時期、改めて火の元の確認をし
てください。
問消防本部予防課☎7158－0270

電気コード（2件）ストーブ（2件） コンロ（1件）
□タコ足配線にしたり束ねたり
して使用しない
□ソファや本棚などの下敷きに
ならないようにする
□ほこりがたまらないよう定期
的に清掃す
る。冷蔵庫
の裏側など
要注意

□洗濯物は近くで乾かさない
□カーテンや家具などの近くに
置かない
□やかんなどの湯沸かしに使用
しない
□給油の時、燃
料キャップの
閉め忘れに注
意

□火を使用しているときはそば
を離れない
□近くに台拭きやキッチンペー
パーなど燃えやすいものを置か
ない

令和2年 
10月20日現在 令和元年

火災件数 20件 20件
全焼 5件 2件
死者 4人 0人

負傷者 4人 4人

身の回りに潜む火災の危険

灰ちょっとした不注意が
全てを に

火災の発生をいち早く知らせるより確実な初期消火のために
住宅用火災警報器（住警器）の設置を住宅用消火器を設置しましょう

　自宅で火災が発生した場合、被害を最小限に抑えるためには消火器による初期
消火が大変有効です。もしもの時に備え、自宅に住宅用消火器を設置しましょう。

　住警器は火災による煙や熱を感知し音で知らせる装置です。
消防法により設置が義務付けられています。まだ設置してい
ない方は早急に設置してください。

　正しく取り付けられて
いる場合、ボタンを押す
かひもを引くと、警報音
か火災を知らせるメッ
セージが鳴ります。鳴ら
ない場合は電池か本体の
交換が必要ですので、定期的に確認しましょう。

　古くなると電子部品の劣化や電池切れなどにより火災を感
知しなくなるおそれがあります。設置から10年が経過した住
警器は交換をしましょう。また、交換後は住警器の側面などに
一目で分かるよう次回の交換時期を書いておきましょう。

Qどこで買える？
Aお近くのホームセンターなどで購入できます
　古くなったものは、買い替え時に販売店で引き取っても
らえます。直接店舗へお問い合わせください。

Qどこに置いたらいい？
A玄関、階段付近、居間や寝室、台所付近など※風呂場や洗
面所などの湿気が多いところは避ける
　人目に付きやすく、通行の妨げにならない取り出しやす
い場所に設置しましょう。

Q寿命はどれくらい？
Aおおむね5年です
　自宅の消火器は古くなっていませんか。本体のラベルに
使用期限が書いてあるのでこの機会に確認しましょう。

定期的に警報音が鳴るか確認を

交換の目安は10年です

今年発生した建物火災の主な原因と注意点

◆使用期限が過ぎていな
くても要注意! 定期的に確
認を
　使用期限が過ぎていな
くても、次のような異常が
ある場合は絶対に使用せ
ず、消防署や販売店に相談
しましょう。
□レバーや容器に腐食や
変形、損傷がある
□安全栓が外れている
□圧力計の指針が規定値
外にある

ボタンを押す ひもを引っぱる
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令和2年度後期ビジネス・
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＝令和3年2月21日㈰　▷受付期間＝12月11日まで　問千葉県職業能力開発協会☎043－296－1150

　まちづくり達成度アンケートは、市政運営に対する市民の皆さんの客観的な評価を把
握し、今後の市政に反映していくことを目的としています。アンケート用紙が届いた方
は、ご協力をお願いします。なお、集計結果は市ホームページでお知らせします。
▷調査対象＝18歳以上の市民3,000人（無作為抽出）　▷回答方法＝郵送した調査用紙
に必要事項を明記の上、11月30日（消印有効）までに同封の返信用封筒で返送
問情報政策･改革改善課☎7150－6078　 1008932

　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、
女性の方の積極的な応募をお待ちしています。なお、委員の方は会議の際に一時保育
をご利用になれます。

　応募資格など詳細は、市ホームページで公開している募集要項をご覧ください。
▷勤務場所＝市内小学校　▷勤務時間＝1日7時間30分（週5日）　▷雇用期間＝令和３
年４月～令和４年３月（長期休業期間を除く）　▷報酬＝担任サポート教員：1,900円、担任
サポート指導員：1,360円（いずれも交通費別途）
内小学校学級担任のサポート
申市役所人材育成課および学校教育課で配布（市ホームページからダウンロードも可）
の申込書を12月10日（必着）までに〠270－0192流山市役所学校教育課へ郵送また
は持参　▷選考方法＝1次：書類審査、2次：面接※日時などは1次選考通過者に通知
問学校教育課☎7150－6104　 1028079

　令和3年4月開校のおおぐろの森小学校の児童の登下校時に、ボランティアで見守り
をしていただけるスクールガードを募集します。なお、令和3年3月ごろに、登録いただ
いた方を対象に説明会を開催する予定です。詳細はお問い合わせください。
▷活動場所＝おおぐろの森小学校通学区域内
▷活動予定時間＝登校時：7時30分～8時ごろ、下校時：15時～15時30分ごろ
▷活動内容＝主要な交差点での交通安全指導や児童の見守り
▷登録方法＝市役所学校施設課へ電話
問学校施設課☎7157－2755　 1028548

　国民年金保険料は、納付した全額が所得税や住民税の社会保険料控除の対象となり
ます。11月上旬に、今年1年間に納付（見込額含む）した国民年金保険料の額を証明する
「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が日本年金機構から送付されますので、控
除の申告をする場合は必ず添付してください。
　10～12月に今年初めて国民年金保険料を納付した方には、来年2月上旬に同様の証
明書が送付されます。控除証明書は、年末調整または確定申告の際に必要となりますの
で大切に保管してください※未着の場合や再交付依頼など詳細は、下記専用ダイヤルに
お問い合わせください。
問ねんきん加入者ダイヤル☎0570－003－004（IP電話からは☎03－6630－2525）

　ＮＰＯ団体など市民活動団体が公募提案した市民公益事業の補助金認定の適合の審
査や事業評価などを行います。
▷応募資格＝次の全てを満たす方①市民活動の経験がある、または市民活動に関心があ
る満18歳以上の市民の方②メールのやりとりや、ワードおよびエクセルなどの基本的な
パソコン操作ができる方
▷任期＝委嘱日から2年度分の市民公益事業の実績報告が完了するまで（令和3年3月
委嘱予定）

1003402

　市長からの市民参加の推進に係る諮問に応じて、審議、検討、調査を行い、答申や建
議を行います。
▷応募資格＝次の全てを満たす方①市内在住･在勤･在学で満18歳以上の方②メール
のやりとりや、ワードおよびエクセルなどの基本的なパソコン操作ができる方
▷任期＝委嘱日から2年間（令和3年4月委嘱予定）

1006931

【共通事項】
▷募集人数＝4人以内　▷活動内容＝年5回程度の会議（原則平日の日中に開催）
▷報酬＝日額7,200円（交通費含む）
▷応募方法＝市役所コミュニティ課で配布する応募用紙（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、12月4日（必着）までに〠270－0192流山市役所コミュ
ニティ課へ郵送、ファクス、メールまたは持参※応募書類は返却しません
▷選考方法＝１次：書類審査、２次：面接※結果は応募者全員に通知
問コミュニティ課☎7150－6076FAX 7159－0954　
komyuniti@city.nagareyama.chiba.jp

　市民の生涯学習を幅広く推進し、公民館事業の一層の充実を支援する生涯学習専門
員を募集します。「ゆうゆう大学」や、各小・中学校の保護者などを対象とした「家庭教育
講座」などの企画・立案・運営を行います。
▷応募資格＝次の全てを満たす方…①生涯学習事業における企画・立案・運営に意欲、能力
を有する方②生涯学習に関する広い知識と豊かな経験を持つ方③令和3年4月1日時点
の年齢が25歳以上の方④普通自動車を運転できる方⑤パソコンのワードやエクセルを
使用し、文書の作成やデータ集計などができる方　▷勤務場所＝文化会館および各公民
館など　▷勤務日時＝1日7時間30分、月13日勤務　▷募集人数＝若干名　▷任期＝令
和3年4月1日～令和4年3月31日　▷報酬＝月額10万2,219円（交通費別途）　▷応
募方法＝市役所、各公民館、おおたかの森センターで配布の申込書（市ホームページから
ダウンロード、郵送による請求も可）に必要事項を明記の上、返信用封筒（84円切手を貼
り、宛名を明記）を同封し、12月10日（必着）までに〠270－0176流山市加1－16－2文
化会館へ郵送または持参　▷選考方法＝書類審査の上、面接※選考結果は全員に通知
問文化会館☎7158－3462　 1019815

　市民課窓口や出張所は、年明けから４月にかけて大変混雑します。マイナンバーカード
をお持ちの方は、今年中にマイナンバーカードの状況確認と必要な手続きをお願いします。

　マイナンバーカードを使ってe-TAXなどを利用するには、マイナンバーカード交付時に
設定した暗証番号が必要になります。暗証番号が分からない場合は、窓口で暗証番号
の再設定が必要です。 1003844

　マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限は、原則印字されている
マイナンバーカードの有効期限から5年引いた日付になります。有効期限通知を順次発
送していますが、通知が届く前でも有効期限が３カ月を切った日から更新手続きができま
す。 1003859

　マイナンバーカードは有効期限が過ぎると失効します。有効期限通知を順次発送して
いますが、有効期限の３カ月前から更新の手続きができます。マイナンバーカードは申
請から交付まで約２カ月程度かかりますので、早めの手続きを希望する場合は、二次元
コード付きの申請書を窓口で配布しています。

【共通事項】
▷手続きできる場所＝市民課、各出張所
▷手続きできる方＝①②本人（代理の場合は問い合わせを）③本人または同一世帯員
▷必要書類＝マイナンバーカード、③は窓口に来る方の本人確認書類も
問窓口での手続きについて…市民課☎7150－6075
マイナンバー制度全般について…マイナンバー総合フリーダイヤル 0120－95－
0178（平日9時30分～20時※土・日曜、祝日は17時30分まで）

応募は12月4日まで

小学校学級担任のサポート

児童の安全な登下校のために

年末調整や確定申告には控除証明書の添付を

あなたの力を公民館で活
い

かしませんか

有効期限などの確認を

回答は11月30日まで

協働まちづくり提案調整会議委員・
市民参加推進委員会委員を募集

担任サポート教員･
担任サポート指導員を募集

スクールガードを募集

国民年金保険料は全額が控除対象

生涯学習専門員を募集

マイナンバーカードの手続きは
お早めに

まちづくり達成度アンケートに
ご協力を

協働まちづくり提案調整会議委員

市民参加推進委員会委員

①マイナンバーカードを使って確定申告（e
イ ー

-T
タ ッ ク ス

AX）やコンビニエンスストアで住民
票などの取得をする予定の方へ

②マイナンバーカードの有効期限が2025年･2026年中までの方へ
　電子証明書の有効期限が近づいています

③カード申請時未成年であり、マイナンバーカードの有効期限が近づいている方へ

　国民健康保険は、病気やけがなどの時に安心して医療機関で受診できるように、被保
険者相互で助け合う制度です。保険料は期限内に納めましょう。
　保険料の納付方法は口座振替が原則です。これから国保に加入する方や年金天引き
以外の方法で納付中の方は、納め忘れのない口座振替への切り替えにご協力をお願い
します。期限内に納付が困難な方は、納付相談をお願いします。また、医療費負担が困
難な方は、市が定めた要領に該当すれば徴収猶予などの対象となる場合があります。

【納付相談は随時受け付け】
日平日8時30分～17時15分　所市役所保険年金課
問保険年金課☎7150－6077

保険料は期限内に納付を
11月は「ちば国保月間」
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流山おおたかの森駅東自転車
駐車場定期利用受付を開始

令和3年1月1日より流山おおたかの森駅東自転車駐車場が定期利用施設にリニューアルされます。詳細は市または（公財）自転車駐車
場整備センターのホームページをご覧ください。▷応募期間＝11月11日～30日　 問同センター☎03－6262－5322　 1028691

【相談先】
●家庭児童相談室☎7158－4144
●柏児童相談所☎7131－7175
●児童相談所全国共通ダイヤル☎１

いちはやく

８９
●流山警察署☎7159－0110※緊急時は迷わず110番してください

　新型コロナウイルス感染症の拡大により、収入減少などの影響を受けているひとり親
世帯の生活の安定を図るため、国のひとり親世帯臨時特別給付金の追加給付または家
計が急変した方への基本給付を受ける方に、市独自に臨時特別給付金を支給します。
対象者には、案内を送付します。
　なお、国のひとり親世帯臨時特別給付金の給付要件に該当する方で、申請がお済みで
ない方は子ども家庭課に申請してください。
▷支給額＝1世帯5万円
問子ども家庭課☎7150－6082

1028141

　暴力やセクハラ、ストーカーなど、女性を
めぐる人権問題について「女性に対する暴
力をなくす運動」期間中に人権擁護委員が
電話で相談に応じます。
日11月12日㈭～18日㈬8時30分～19時
（14日･15日は10時～17時）
▷相談電話番号＝☎0570－070－810
問千葉県人権擁護委員連合会事務局
☎043－247－3555

　国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者を対象とした令和２年度の「人間ドック・
脳ドックの助成」は、実施医療機関によっては年度内の受入可能件数が残りわずかとなっ
ています。ご希望の実施医療機関での受診ができない場合がありますのでご注意くだ
さい。
　また、すでに利用承認書をお持ちの方で実施医療機関への予約をされていない方は、
お早めにご予約をお願いします。なお、予約状況は各実施医療機関へお問い合わせく
ださい。
問保険年金課
国民健康保険について…☎7150－6077　 1000575

後期高齢者医療制度について…☎7199－3306　 1000613

　借金問題、出会い系サイト、金融商品など、消費者問題でお悩みの方を対象に、弁護士
による無料法律相談会を開催します。
　東葛多重債務問題対策フォーラムは、流山・我孫子・野田・鎌ケ谷・松戸・柏の6市と千葉
県弁護士会松戸支部消費者問題委員会で構成されています。

▷時間＝いずれも10時～16時※相談時間は60分
定各12人（先着順）
申11月2日から各問い合わせ先へ

　例年、11月中旬ごろに源泉徴収義務者などを対象に開催している年末調整等説明会
は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催を中止します。
問松戸税務署☎047－363－1171

　11月は「動物による危害防止対策強化月間」です。犬の登録と年1回の狂犬病予防
接種をすること、散歩は犬を制御できる人が短い引き綱で行い、ふんは持ち帰ること、猫
は屋内で飼うことなど、ルールとマナーを守って動物を飼育し、事故や迷惑を防止しま
しょう。
問松戸健康福祉センター（松戸保健所）☎047－361－2139
動物愛護センター東葛飾支所☎7191－0050

　「大きな買い物は持ち帰るのが大変」「足腰が痛んで外出がつらい」など、日常の買い
物などで困ることはありませんか。市内には、買い物が困難な方を支援するため商品の
宅配や出張サービスなどを行う「買物支援協力店」が26店舗あります。また、商品の購
入やサービスを受けるだけでなく、専門知識を持ったお店の方に普段の困りごとの相談
をしたり、会話をしたりすることで信頼関係を築いていけるのも魅力です。あなたの買
い物を手助けする、買物支援協力店の心のこもったサービスをぜひご利用ください。
　店舗など詳細は、市ホームページをご覧になるかお問い合わせください。
問流山商工会議所☎7158－6111

1006697

　８月中に現況届を提出された方に、令和２年度児童扶養
手当証書などを送付しました。なお、９月以降に現況届を
提出された方には、審査が終了した後、順次送付します。
【現況届を提出していない方へ】
　事前に送付した「令和２年度児童扶養手当現況届につ
いて」に記載された書類や印鑑（インキ浸透印は不可）など
を準備の上、市役所子ども家庭課窓口で手続きをしてくだ
さい（郵送および各出張所での提出は不可）。現況届の提
出がない場合、11月以降の手当が受けられません。
問子ども家庭課☎7150－6082

1001246

　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③児童扶養手当を受給されている方…
④その他同一生計の家族全員の所得が限度額以内の方など

【小学校入学前準備金を支給】
　来年度お子さんが小学１年生になるご家庭を対象に、小学校入学
前準備金を支給します。詳細はお問い合わせください。
▷受付期間＝12月18日まで（必着）
問学校教育課☎7150－6104

1001374

　今年4月に児童虐待防止法が改正され「しつけを理由とした体罰」が禁止となりまし
た。11月は児童虐待防止月間です。この機会に、改めて子どもとの関わり方を見直し
ましょう。
　皆さんの周りに少しでも気になる子どもがいる場合には、市の家庭児童相談室や柏児
童相談所などにご連絡ください。ご連絡いただいた方の秘密は守られます。
　また、子育てに悩みや不安があればひとりで悩まず、ぜひ相談してください。

対象者には案内を送付

人権擁護委員による
電話相談

予約はお早めに

（東葛多重債務問題対策フォーラム主催）
マナーを守って飼いましょう

日常の買い物が大変な方へ

現況届の提出をお忘れなく

小学校入学前準備金の
申請も受け付け中

1
いちはやく

89　知らせて守る　こどもの未来 流山市ひとり親家庭への
臨時特別給付金追加分を給付

全国一斉「女性の
人権ホットライン」
強化週間

人間ドック・脳ドックの
利用助成（国保・後期）

消費者問題の無料相談会

令和2年分年末調整等説明会を
中止

動物による危害防止対策
強化月間

買物支援協力店のご利用を

児童扶養手当･
児童育成手当の認定を
受けている方へ

経済的に就学が困難な方へ
学用品費などを援助

11月は児童虐待防止月間

開催日 会場 問い合わせ先

11月14日㈯ 我孫子市消費生活センター
（アビイクオーレ2階）

我孫子市消費生活センター
☎7185－1469

11月17日㈫ 野田市保健センター 野田市消費生活センター
☎7123－1084

11月18日㈬ 鎌ケ谷市役所 鎌ケ谷市消費生活センター
☎047－445－1240

11月19日㈭ 流山市消費生活センター 流山市消費生活センター
☎7158－0999

11月20日㈮ 松戸市役所 松戸市消費生活センター
☎047－366－7329

11月21日㈯ 柏市消費生活センター 柏市消費生活センター
☎7163－5853
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養育費等の移動無料相談
（（一財）千葉県母子寡婦福祉連合会主催）

日11月28日㈯13時～16時※1人40分　所女性センターゆうまつど　定4人（先着順）　費無料※一時保育
あり　申同連合会事務局に電話　問同連合会事務局☎043－222－5818

流山市小中学校歯･口の健康に関する図
画･ポスターコンクール入賞作品を展示
日11月2日㈪～6日㈮
所市役所1階ロビー
問学校教育課☎7150－6104

安永さんと「わらべうた」であそぼう
　NPO法人ながれやま栞

しおり

で活動し、中央
図書館のホームページで公開しているわ
らべうたの動画に出演している安永知栄
さんと、わらべうたであそびましょう。
日11月11日㈬10時30分～11時
所中央図書館
対市内在住で0～3歳程度のお子さんと
保護者
定10組（先着順）
費無料　申11月3日9時から電話または
直接窓口へ
問中央図書館☎7159－4646

1027845

博物館子ども教室
草花あそびをしてみよう
日11月21日㈯13時30分～15時30分
所中央図書館
講New草花あそび研究所所長・相澤悦子
さん
対小・中学生
定15人（先着順）
費無料
持イチョウの落ち葉（柄の長いもの）、サク
ラの落ち葉（赤く紅葉したもの）※乾燥し
ていないもので、各5枚程度。見つから

ない場合は、博物館で用意したものを使
用
申11月3日9時から博物館へ電話
問博物館☎7159－3434　

1028455

こども理科実験室
「ブーメラン」の不思議
日11月22日㈰13時～15時
所北部公民館
対小学生
定10人（先着順）　費100円　
持ホチキス、はさみ、マスク
申電話または直接窓口へ
問北部公民館☎7153－0567

おおたかの森センターのイベント
①苔

こ け

テラリウムを体験しよう♪
日11月22日㈰13時～15時
講園芸療法士･髙橋真美さん
対1人で作業ができ、自然に興味がある
小学5年生以上
定10人（先着順）
費1,000円
持汚れてもよい服装、持ち帰り用の袋、作
品に使いたい飾り付け小物（フィギュアな
ど）、マスク
申11月3日10時からおおたかの森こど
も図書館に電話（☎7159－7041）また
は直接窓口へ
②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」
　今回は、絵本に出てきた妖精や小人を
モチーフにして、シルエットが美しいマジ

カルランタンを作ります。
日12月19日㈯❶10時～11時30分
❷13時～14時30分
講絵本作家･小林由季さん
対❶4～6歳のお子さんと保護者❷小学
生と保護者
定各20組（先着順）
費各1,500円
持汚れてもよい服装
申電話

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

赤ちゃんと一緒におしゃべり美ヨガ
日11月24日㈫10時～11時30分
所南流山センタ－　講美ヨガインストラク
ター･出口真由子さん
対生後２カ月～ハイハイ期前の赤ちゃん
とママ　定10組（先着順）
費500円　持バスタオル、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

生涯学習センター（流山エルズ）の子育
てサロン　
乳幼児連れの親子の交流の場
　みんなで手遊びをしたりして、親子で楽
しみながらお友達を作りましょう。
日11月25日㈬10時～11時
所生涯学習センター（流山エルズ）
定10組（先着順）　費無料…
申電話
問生涯学習センター（流山エルズ）
☎7150－7474

木の図書館のイベント
①ぬいぐるみおとまり会
おとまりの様子は写真に撮ってプレゼント
日／内11月28日㈯～12月3日㈭／ぬい
ぐるみを持参（1つまで）、12月6日㈰18
時～19時／お迎えとおはなし会
所木の図書館　対小学生以下
定15人（先着順）
申11月3日10時から電話

1027913

②クリスマスおはなし会スペシャル
　大型絵本・大型紙芝居の読み聞かせや
手遊びなどを行います。
日12月12日㈯10時～11時
所東部公民館
対幼児～小学生程度※保護者同伴可
定30組60人（先着順）　
申11月3日10時から木の図書館に電話
または直接窓口へ

1027912

【共通事項】
費無料
問木の図書館☎7145－8000　

森の図書館クリスマス会
おいしいおはなしクリスマス!
日12月12日㈯10時30分～11時15分
所森の図書館
内エプロンシアター、パネルシアター、大
型絵本、クリスマス手遊びなど
対幼児～小学生※保護者同伴可
定10組（先着順）　
費無料　申11月3日11時から電話
問森の図書館☎7152－3200

1028185

　双子･三つ子ならではの子育
ての悩みや不安を話し合い情
報交換しませんか。
日12月12日㈯10時～11時30
分
所初石公民館
対3歳未満の双子･三つ子とそ
の親またはプレママ
定5組程度（多数抽選）※20人
まで
講助産師･小林由美子さん
費無料
申11月16日までに電子申請
または文化会館に電話
問文化会館
☎7158－3462

1001276

　11月2日から、令和3年度の市内認可保育施設への入所申請を受け付けます。新型
コロナウイルス感染症拡大防止のため、市役所保育課で郵送でのみ受け付けとなり
ますので、ご理解とご協力をお願いします。
　なお、申請の際は必ず「令和3年度市内認可保育施設入所案内」をご確認の上、不足
書類のないようご注意ください。
▷受付期間＝一次：11月2日～30日、二次：12月1日～令和3年1月29日（一次審査
の期間以降に出生または転入が決定した方などが対象）
申市役所保育課で配布（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、〠270－0192流山市役所保育課へ郵送（必着）
問保育課☎7150－6124　 1028159

さくらんぼ
くらぶ

市内認可保育施設の
来年度入所申請受け付けを開始

双子の
子育てひろば

郵送でのみ受け付け

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

12日㈭ おもちゃ病院
12日㈭～14日㈯ クリスマス工作

21日㈯ パパと遊ぼう（4歳～低学年向け）
定20人（先着順）※要申し込み

江戸川台児童センター
☎7154－3015

17日㈫ いろいろチャレンジ

26日㈭～28日㈯ クリスマス工作（小学生）
定10人（先着順）※要申し込み

赤城児童センター
☎7158－4545

14日㈯ クリスマス飾り（小学生）
定20人（先着順）※要申し込み

28日㈯ ダイビン大会

十太夫児童センター
☎7154－5254

11日㈬ ベビーちゃんの日
定8組（先着順）※要申し込み

14日㈯ 卓球教室（小学生）
定8人（先着順）※要申し込み

野々下児童センター
☎7145－9500

18日㈬ 親子ヨガ（乳幼児向け）
定15組（先着順）※要申し込み

27日㈮ 食のおはなし（乳幼児向け）
定20組（先着順）※要申し込み

28日㈯ 卓球教室（小学生）
定8人（先着順）※要申し込み

思井児童センター
☎7159－5666

12日㈭ おもちゃ病院
21日㈯ ミニドッジ大会
28日㈯ ピッグ10大会

向小金児童センター
☎7173－9320

14日㈯ マンカラ大会
24日㈫ ドッジビー大会

●親子サロン… …日�／内10日㈫／自由遊び。おもちゃ病院もあり
… 17日㈫／紙しばい、絵本の読み聞かせ…
… 定各８組（先着順）　申電話
… 所初石公民館（☎7154―9101）
●おおたかの森ひろば… …日�11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… …日�18日㈬　内リトミックなど　申不要
… 所北部公民館（☎7153－0567）
●たんぽぽのひろば… …日�19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）
※すくすくひろばはお休みです。

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

児童館・児童センター　11月の催し物

●ひだまりサロン… …自由に遊んだりおしゃべりしたり。24日はおも
ちゃ病院もあり

… …日�10日･17日･24日の火曜　所文化会館
… 定各5組（先着順）　申電話　持マスク
●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

親子ヨガ。おもちゃ病院もあり
… …日19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

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

乳幼児をもつ方の交流の場 （11月）

　今年はすてきな魔法の世界を楽しみましょう。ぜひご家族でお越しください。

日�11月21日㈯～12月6日㈰9時～20時※原画展は11月14日㈯から
【共通事項】
所�おおたかの森センター
問おおたかの森センター☎7159－7031

すてきな魔法のクリスマス会
おおたかキッズ

◆絵本作家・橋立悦子氏の原画展＆どんぐり学童クラブの作品展示
「もしも魔法が使えたら…」

期日 時間 内容 備考

11月29日㈰

10時～
12時

マスクケース作り、
どんぐり学童クラブ入所相談会、パン販売など

マスクケース作りは材料がなく
なり次第終了（入場制限あり）

11時～
12時30分

クリスマスおはなし会「すてきな魔法の世界へ」
＆絵本作家・橋立悦子さんの講演会

定70人
申電話または直接窓口へ
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歩く脳トレ運動! スクエアステップ
（健康づくり推進員協議会主催）
　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11月19日㈭13時30分～15時
所キッコーマン…アリーナ
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

紅葉ウオーキング
（東部地区健康づくり推進員主催）
　紅葉を眺めながら、市総合運動公園周
辺を歩きます。
日11月27日㈮10時～12時※雨天中止
所キッコーマン…アリーナ集合
対市内在住･在勤･在学の方
定15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

筋力アップ教室（全3回）
ながいき100歳体操を始めよう!
　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12月2日･9日･16日の水曜14時～15
時30分
所向小金福祉会館
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15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11月2日から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

介護支援サポーター養成講座
　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12月11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

1000824

生活支援サービス従事者研修（全2回）
高齢者のちょっとした支援にあなたの力を
　高齢者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12月15日㈫13時～16時35分、12月
16日㈬13時～15時20分
所市役所
対2日間とも参加可能で、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
意思のある方
定15人（先着順）
費無料
持筆記用具、動きやすい服装と靴、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

成年後見制度･遺言･相続　
無料個別相談会を開催
日12月17日㈭13時～15時55分※1組
40分以内
所南流山センター
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11月2日から市役所高齢者支援課へ電
話※申込時に相談の概要を伺います
問高齢者支援課☎7150－6080

1000831

流山市歯科医師会主催の市民公開講座を
中止
　12月に開催を予定していた流山市歯科
医師会主催の市民公開講座は、新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止のため中止し
ます。
問流山市歯科医師会☎7155－3355
保健センター☎7154－0331

健康・福祉

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）

18日㈬・26日㈭ 保健センター
4～5カ月児の離乳食指導。母子健康手帳、筆
記用具持参

25日㈬ 南流山センター

カムカムキッズ
（予約制）

26日㈭ 東部公民館 令和元年11月～12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㈪ 保健センター

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8月生まれの乳児対象

②1歳6カ月児…個人
通知 市内医療機関

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…2日㈪・4日
㈬・5日㈭・9日㈪
※相談会として実施。
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、日時
を指定し人数調整します。また、健診実施方
法に一部変更があります。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

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

※治療中の方を除く。千葉県後期高齢者歯科口腔診査を受診した方は不可

　20歳、30歳および40歳以上の方と妊婦の方を対象に、歯周病検診を実施しています。
歯と口の健康を保つことは、食事や会話を楽しむなど、健康で豊かな生活を送るための
基礎となります。歯を大切にしましょう。
内口

こうくう

腔内診査（歯周病、むし歯などの検査）
▷受診回数＝4月1日～令和3年3月31日の間で1回
費500円
申実施契約医療機関（保健だより、市ホームページ参照）に電話

問保健センター☎7154－0331
1000676

　障害の程度が身体障害者・知的障害者に準ずる状態として、市の認定を受けた方
は、所得税の確定申告や市･県民税の申告で障害者控除が受けられます。
　なお、確定申告などをする必要がない方は、申請の必要はありません。
対65歳以上の方で要介護（要支援）認定を受けている方
申申請書（注）を次のいずれかの方法で提出①〠270－0192流山市役所介護支援
課に郵送または持参②各高齢者なんでも相談室（地域包括支援センター）に持参…
※審査結果は1月中旬以降に通知
注：介護支援課（電話での取り寄せも可）および同相談室窓口で配布。市ホームペー
ジからダウンロードも可。前回認定書交付時にも申請書を同封しています。
問介護支援課☎7150－6531

1000813

歯周病検診を実施中
要介護（要支援）認定を受けている

65歳以上の方へ
11月8日は「いい歯の日」

11月2日から障害者控除対象者認定の
申請を受け付け

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　 100064611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（11月） 時　間 問・予約

思春期相談
(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 5日㈭･16日㈪ 14時～16時

酒害相談 19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。なお、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）。

※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、11月開催分の受け付けは終
了しました。12月開催分の詳細は、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感染症発生状況に伴い、
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。

対象 持ち物
20歳、30歳、

40歳以上の方
保険証など住所と年齢が確認できるもの

（20歳、30歳の方は10月下旬に郵送済みの受診券も）
妊婦の方 母子健康手帳および受診券
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遺言･相続の無料法律相談会
（電話相談）

千葉県弁護士会松戸支部所属の弁護士が電話相談に応じます。日11月13日㈮13時～16時※1人40分以内　定20人
（先着順）　費無料　申11月2日10時から電話　問同支部☎047－366－6611

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

トールペイント 11月2日㈪･
16日㈪

9時30分～
12時

費2,040円（材料代別途）
※初回は体験3,000円（材料代含む）

※要申し込み

身体がグーンと
伸びるストレッチ 11月16日㈪

①9時15分～
　10時15分
②11時～12時

費各800円
持ヨガマットまたはバスタオル、

動きやすい服装、室内履き
※要申し込み

ポーセラーツ
（陶器の絵付け） 11月16日㈪ 13時～15時

費2,040円（材料代別途）
※初回は体験3,000円（材料代含む）

※要申し込み
申 問生涯学習センター（流山エルズ）☎7150－7474

定５人（先着順）　費2,500円（テキスト代）　持ノートパソコン　申電話

市民対象の公民館パソコン教室（12月）

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　洋画展
問㈱アーテック☎7154－1441

1001703

11月2日㈪～30日㈪

四季の花々展
「秋日和」をテーマに展示します。
問生涯学習課☎7150－6106

1001705

11月9日㈪～13日㈮

●初石公民館のパソコン講座　問初石公民館☎7154－9101
講座名 期　日 時　間 内　容

マンツーマン
パソコン教室

12月4日㈮
5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

　☎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）
　14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
●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）
　16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）
　3日を除く
●税務相談（予約制）
　25日（13時～16時30分）
●登記相談（予約制）
　11日（13時～15時40分）
●交通事故相談（予約制）
　16日（10時～15時）
●暮らしの手続き相談（予約制）
　20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）
　6日・13日・27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

11月

その他の相談

　3日・27日（18時30分～20時30分）
　江戸川台福祉会館
　8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）
　13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。

展示
★一茶双樹記念館・杜のアトリエ黎
明の展示

①プリザーブド＆アートフラワー作品展
　フラワーコーディネー
ター・三上久美子さん主宰の
「カンパニュラ」の皆さんに
よる季節感あふれるナチュ
ラルテイストな作品の数々
をお楽しみください。
日11月6日㈮～15日㈰9時～17時（9日
は休館、15日は15時まで）
所杜のアトリエ黎明　費入館無料
②季節の菊飾り
　市内在住の星野
操さんが丹精をこめ
て育てられた大菊
の仕立てを、一茶双
樹記念館の庭園に
展示します。
日11月10日㈫～23日㈷9時～17時
所一茶双樹記念館
費大人110円、小･中学生55円（入館料）

【共通事項】
問一茶双樹記念館☎7150－5750

★ギャラリーガラスケース展示
ポルトガル刺

し

繍
しゅう

作品展

　ポルトガル刺繍愛好者会…in…流山の皆さ
んによるタペストリーなどの作品を展示し
ます。　
日11月14日㈯～12月13日㈰9時～17時
（11月14日は13時から、12月13日は12
時まで。月曜休館、祝日の場合は翌日）
所森の図書館　費無料
問森の図書館☎7152－3200

1028184

縦覧 どなたでもご覧になれます

★生産緑地地区の変更の案

日11月2日㈪～16日㈪の平日8時30分～
17時15分
所市役所都市計画課
▷意見書の提出＝都市計画課で配布の意
見書に必要事項を明記の上、意見を400
字詰め原稿用紙２枚以内にまとめ、11月
16日（消印有効）までに〠270－0192流
山市役所都市計画課へ郵送または持参
問都市計画課☎7150－6087

1020046

上、直接窓口へ※多数抽選
▷引き渡し＝現金と引き換え。運搬などは
各自
問クリーンセンター☎7157－7411　

1002487

★北部公民館のイベント

①歌のひろば
日11月18日㈬13時～14時30分
講音楽講師･比嘉りとさん
定50人（先着順）
申電話または直接窓口へ　　
②映画のひろば「エアフォース・ワン」
日11月18日㈬15時～17時5分
申不要
③みんなでリフレッシュ
　歌と軽い体操でリフレッシュします。
日11月25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　申電話または直接窓口へ

【共通事項】
所北部公民館　費無料
持マスク
問北部公民館☎7153－0567

会議 どなたでもお聴きになれます

★男女共同参画審議会

日11月9日㈪13時30分から
所市役所
内流山市男女共同参画プランについて　
ほか
申当日13時25分までに会場へ
問企画政策課☎7150－6064

1009419

★市民参加推進委員会

日11月13日㈮14時から
所ケアセンター
内市民参加制度の運用について
問コミュニティ課☎7150－6076

★補助金等審議会

日11月17日、12月1日･8日･15日の火
曜14時から
所市役所
内令和3年度予算における補助金などに
ついて
問財政調整課☎7150－6071

1009503

その他

★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①11月8日㈰13時～15時30分、11
月28日㈯9時～11時30分②11月11
日㈬9時～11時30分③11月14日㈯
13時～15時30分
所①クリーンセンター②おおたかの森セ
ンター③森の図書館　費無料（材料代が
かかる場合あり）　申不要
問①クリーンセンター☎7157－7411　

1016384

②おおたかの森センター☎7159－7031
③森の図書館☎7152－3200

1028183

★再生自転車の販売

▷応募期間＝11月15日㈰～29日㈰9時～
17時※祝日を除く
対市内在住･在勤･在学の方※1年以内に
当選した世帯を除く
申クリーンセンターに展示する自転車から
希望する自転車（1世帯1台）を選び、申請
者本人が申込用紙に必要事項を明記の

青少年健全育成推進大会
（流山市青少年育成会議主催）

　青少年の健全育成に尽力いただいてい
る功労者と、啓発の標語・ポスター入選者
の表彰式を行います。向小金小学校吹奏
楽部による演奏もあります。
　標語・ポスターの入選作品は12月10日～
16日に市役所１階ロビーに展示します。
日 11月28日㈯9時30分～11時
所文化会館　定300人（先着順）
費無料　申不要
問生涯学習課☎7150－6106

1027756

赤十字活動資金へご協力を

　日本赤十字社は、国内の災害救護活動
や、国外の紛争･自然災害などの救援活動
や復興支援など、さまざまな活動を行って
います。これらの活動は、多くの皆さんの
温かい善意によって支えられています。赤
十字活動資金へのご協力をお願いします。
問日本赤十字社千葉県支部☎043－241－
7531　 1001064
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問秘書広報課☎7150−6063　 1007526

■諏訪時夫・文枝水彩画二人展=11月1
日㈰～15日㈰9時～21時(1日は13時か
ら、15日は15時まで)、南流山センター。
無料問諏訪☎7159－6781
■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・ゴルフ協会北部支部北友クラブ主
催）=11月6日～27日の金曜9時～11時、
東深井地区公園。無料※雨天中止、要申
し込み問佐藤☎7152－3869
■10才若い体づくりストレッチ体験会 (Ｔ
ストレッチ主催)=11月6日・13日・20日の
金曜12時～13時20分、ほっとプラザ下
花輪（下花輪福祉会館）。1回500円(体験
は1回のみ)※要申し込み問飯島☎7143
－3452
■書人協会展 (市教委後援）=11月7日㈯
～10日㈫9時～21時(10日は16時まで)、
生涯学習センター(流山エルズ)。無料問

坂本☎7154－3204
■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)=親子フラ :11
月7日㈯12時～13時、おおたかの森セン
ター、大人フラ :11月10日㈫18時30分～
19時30分、初石公民館。無料※要申し
込み問桑原☎090－1850－6198
■第47回花神会特別展=11月9日㈪～
15日㈰9時～21時(9日は11時から、15日
は15時まで)、生涯学習センター(流山エル
ズ)。無料問塚本☎090－8175－3713
■年賀状作成講座(全3回)(流山ノートパ
ソコンクラブ主催)＝①11月10日・17日・
24日の火曜、北部公民館②11月11日・18
日・25日の水曜、南流山センターいずれも
9時30分～11時30分。2,500円※要申
し込み問福嶋☎7155－2607(18時以降)
■69歳以上の方の野球体験に参加しませ
んか (流山高齢者野球協会主催)=11月
11日㈬12時～15時、市総合運動公園。
無料※雨天中止問加藤☎090－1772－
8852
■オンライン家事家計講習会（全国友の会
松戸支部主催）＝11月12日㈭0時～12月
12日㈯18時(動画公開)。無料※要申し

込み問事務局 matudotomonokai1@
gmail.com
■流山寄席　流山落語同好会第1回発表
会（市後援）＝11月14日㈯13時45分～
16時30分、生涯学習センター(流山エル
ズ)。無料問佐藤☎090－4625－3995
■第43回運河塾 第3弾ビデオ 野鳥の子
育て 希少種の繁殖 ほか (利根運河の生態
系を守る会主催)=11月15日㈰10時～
11時40分、初石公民館。300円問紺野☎
090－2420－8420
■第16回コネール企画展＝11月15日㈰
～22日㈰9時30分～16時30分（22日は
15時まで）、コネール美術館（野々下4）。
無料問渡辺☎7144－9477
■新米ママ講座(全2回 11月育児編/12
月離乳食編)(ＮＰＯ法人ながれやま子育て
コミュニティなこっこ主催)=①育児編：11
月16日㈪②離乳食編：12月11日㈮いずれ
も10時～12時、南流山福祉会館。500円
※要申し込み問田中 nakocco@gmail.
com
■着物姿の女性だけのお囃

は や

子
し

会「おとひ
め連」発足・ご披露=11月21日㈯10時～
10時30分、初石公民館。無料問中村☎

090－4746－0093
■修復者が語るビリケンの修復 (おおたか
の森お囃子会主催)=11月21日㈯13時
～13時30分、初石公民館。無料問中村
☎7154－1362
■水彩スケッチ作品展示 (流山スケッチの
会主催)=11月25日㈬～30日㈪9時～17
時(25日は9時30分から、30日は16時ま
で)、生涯学習センター(流山エルズ)。無
料問吉井☎7159－5898
■日本画展ながれやま(同実行委員会主
催)=11月25日㈬～12月1日㈫9時～17
時（11月25日は15時から、12月1日は
14時まで）、生涯学習センター(流山エル
ズ)。無料問水澤☎7154－9808
■クリスマススワッグ作りを楽しもう!!(お
花を楽しむ会主催)＝11月29日㈰10時～
12時、向小金福祉会館。3,000円※要申
し込み問松木☎080－5427－6191
■大人のためのクリスマスコンサート～ひ
と足お先に素

す

敵
て き

なクリスマスを～（流山市
音楽家協会主催、市教委後援）＝12月6日
㈰14時～15時、生涯学習センター（流山
エルズ）。1,000円問石川☎090－7243
－3188

しみんの伝言板

イベント

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
★ペン画スケッチ体験会

　はじめ鉛筆でスケッチし、耐水性のペン
でなぞって鉛筆を消し、その上に水彩絵の
具で色付けするペン画の基礎を学びます。
日11月17日㈫9時～12時
所南流山福祉会館
講東葛スケッチの会･鈴木利尾さん
対市内在住・在勤の方　定15人（先着順）
費 800円（材料代）
申電話または直接窓口へ
問南流山福祉会館☎7150－4320

1016222

★東深井福祉会館の講座･イベント

①巡
め ぐ

りヨガ講座
日11月21日㈯10時～11時30分
講 r

ラ ポ ル ム

apolm…yogaインストラクター･nana
さん　持動きやすい服装、ヨガマット、飲
み物、タオル　 1027855

②千寿の会
　12月は、手話サークル「夢」による手話
芝居と手話コーラスの披露があります。
日12月7日㈪13時30分～15時

1027854

【共通事項】
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11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

★個人指導によるパソコン教室
（全2回）

日11月25日㈬･26日㈭13時30分～
16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　
申 11月2日から電話
問野々下福祉会館☎7145－9500

1027878

★東部公民館の講座･イベント

①なつかしき歌声サロン
　若かりし日の懐かしい歌をみんなで歌
いましょう。
日11月27日㈮13時～14時30分
講フォークシンガー･有吉かつこさん
定20人(先着順)　費 300円　　
持マスク、飲み物
②クリスマスリース講座
日12月4日㈮10時～12時　講フラワー
アレンジメント講師･野﨑
珠美さん　定20人(先着
順)　費1,500円（材料
代含む）　持マスク、持ち
帰り用の袋
③子育てママのパン講座
　今回はキャラクターパンを作ります。
日12月5日㈯10時～13時
講ジャパンホームベーキング師範･高橋静
子さん　対子育て中のママ　定8人（先着
順）　費 1,000円(材料代含む)　持エプ
ロン、三角巾、マスク、タオル、飲み物、筆
記用具、布巾２枚、持ち帰り用の袋
④ミニ門松としめ縄づくり
日12月12日㈯9時～11時30分
定10人(先着順)　費 1,000円（材料代
含む）　持軍手、万能はさみ、持ち帰り用
の袋、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

★古文書講座（前期･全4回）

　古文書を通じて、明治時代の社会や文
化について学びます。古文書に初めてふ
れる方もぜひご参加ください。
日11月29日、12月6日･13日･20日の
日曜13時30分～15時30分
所中央図書館
対全ての日程に参加できる方
定20人（先着順）　費無料
申11月4日10時から博物館へ電話
問博物館☎7159－3434

1028607

★就職個別相談セミナー
コロナ時代と自分に合った仕事の
選び方とは?

　コロナ時代の業界の展望を分析すると
ともに自己理解を深め、どのような仕事が
合っているか、就活に活用できる強みにつ
いて分かりやすくお伝えします。
日12月4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
持マスク、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

★図書館データベース講座
はじめての遺言･相続

　図書館で利用できる法情報総合データ
ベース「D1-Low.com」を使いながら、初
心者でも分かりやすく遺言や相続につい
て学びます。
日12月5日㈯13時30分～15時
所中央図書館
講第一法規株式会社･山内享郎さん
定15人（先着順）
費無料
申 11月3日9時から電話
問中央図書館☎7159－4646　

1027366

★森の図書館パソコン教室（全2回）

日12月10日㈭･11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 2,500円（教材代含む）
持筆記用具、ノートパソコン（貸し出し可）
申 11月3日10時から電話
問森の図書館☎7152－3200

1028186

★リサイクル講座
指編み帽子＆マフラーづくり

日12月14日㈪13時～16時

★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

所クリーンセンター
定10人（多数抽選）
費無料
持並太毛糸（2巻程度）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、住所を明記の上、11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

1016328

★中高年向け再就職支援セミナー

　就職活動の効果的な進め方を学びま
す。セミナー終了後、受講者を対象に就
職や生活などに関する就労相談も実施し
ます。
日12月17日㈭10時～12時
対 40～65歳程度の求職中の方
定15人（先着順）
◆就労相談
▷時間＝13時30分～16時※1人30分
以内　定4人（先着順）

【共通事項】
所ジョブサポート流山
費無料
持筆記用具、マスク
申 11月5日から電話
問ジョブサポート流山☎7156－7888
商工振興課☎7150－6085

日商簿記１級合格の高校生が教える！
流山商工会議所＆流山高校商業科
「日商簿記初級講座」（全2回）

　高校生と一
緒に、新設さ
れた日商簿記
初級検定試験
の対策をしま
す。
日12月5日㈯・12日㈯9時～12時30分
所流山商工会議所
定20人（先着順）
費無料
申氏名、住所、電話番号を明記の上、商工
会議所にメール、ファクスまたは電話
問流山商工会議所
☎7158－6111FAX 7158－6113
office@nagareyama.or.jp
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毎月1日・11日・21日発行 111No.1586

今月の
納税・納付

●固定資産税・都市計画税（第3期）　●国民健康保険料（第6期）
●介護保険料（第6期）　●後期高齢者医療保険料（第5期）
納税・納付は便利な口座振替で　 1000533

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

　思わず食べてしまいそうな本物そっくりのス
イーツを粘土で作ります。
日�12月13日㈰①ア イ ス：10時～11時30分（9時
45分から受け付け）②かじりかけクッキー：13時
30分～15時30分（13時15分から受け付け）
所�初石公民館　講�クレイアーティスト･秋山ちなみ
さん　対�小学生以上の親子　定�各20組（先着順）
費�①1,000円②1,200円　持�エプロン、ウエットティッシュ、飲み物、マスク、持ち帰
り用の容器、マチ付きの紙袋　申�電話または直接窓口へ
問初石公民館☎7154－9101

　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、検温、チェックシートへの記入など、
感染症対策にご協力ください。
問秘書広報課☎7150－6063　 1024371

親子でフェイクスイーツ作り

イベント参加の際は事前に確認を

アイスやかじりかけクッキーのチャームを作ろう

揚げたてを食べよう
「旬の野菜とキノコのサクサクかき揚げ」

（森のマルシェ実行委員会主催）

「クリスタルフラワー」の万華鏡を作ろう

スターツおおたかの森ホール

気軽にスポーツを楽しもう!

　カラダよろこぶ地元の旬野菜を使って、地元のお店がとび
きりおいしいおうちレシピを提案する「森のマルシェキッチ
ンフェスタオンライン」。
　市内のお店が、地元の旬野菜を使用したレシピをYouTube
とZoomミーティングで全５回ライブ配信します。
　第4回は11月21日10時からライブ配信。流山市野々下にある「そ
ば懐石　あずみ野」から「旬の野菜とキノコのサクサクかき揚げ」のレシ
ピをお届けします。「かき揚げの衣ってどのくらいつけるのがベス
ト？」「野菜を切るときの厚さは？」など、専門店ならではのコツが
ぎゅっと詰まった30分です。
　今回も、ライブ配信で発表するキーワードを記入してメール（ morinomarche.
nagareyama@gmail.com）すると、抽選で３人に流山産の野菜と紹介した料理に合
うワインのセットをプレゼント。また、全５回分のキーワードを集めた方の中から
抽選で1人に圧力鍋をプレゼントします。
　今後の配信スケジュールは別表のとおりです。森のマルシェ【流山】のチャンネル
では、このほか、料理講師･さとうえみさんが料理のひと工夫を紹介する「これやって
みシリーズ」など、さまざまな動画を今後配信していきます。この機会にぜひチャン
ネル登録をお願いします。詳細は、市ホームページをご覧ください。

　筒の部分にはシックで上品な箔
はく

押しのエンボスペーパー
を使用。模様となる部分はバーナーワークガラスとマイク
ロビーズで、透明で可

か

憐
れん

な花の映像が展開します。
日�11月15日㈰10時30分から、13時30分から
所�流山福祉会館（万華鏡ギャラリー見世蔵で受け付け）
講�万華鏡作家･中里保子さん
定�各16人（先着順）　費�4,500円
申�見世蔵に電話、ファクス、メールまたは直接窓口へ
問見世蔵☎・FAX 7190－5100（月･火曜休館、祝日の場合は開館）
misegura.nagareyama@gmail.com

　幼児向けテレビ番組などでもお馴
な じ

染みのインストゥル
メンタルバンド「栗コーダ―カルテット」と、CMなどで
も耳にするあたたかな歌声の「ビューティフルハミング
バード」がお届けする楽しいコンサートです。家族皆さ
んでお楽しみください。
　チケットの購入方法など詳細はスターツおおたかの森
ホールホームページをご覧ください。
日�令和3年1月16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
▷チケット販売＝11月11日10時から
▷チケット代＝中学生以上3,500円、小学生以下1,500円（全席指定）※3歳以下は入
場不可
問スターツおおたかの森ホール☎7186－7638

①うんがいい! マルクト
運河駅で観光みやげを
日�11月2日㈪10時～15時　所�運河駅ギャラリー（運河駅自由通路内）
内�工芸品などの販売
②運河水辺ビレッジ
　運河水辺公園の木陰に、産直野菜を販売するカフェが出現します。
日�11月8日㈰10時～15時※荒天中止
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）

　「スポーツ活動の日常化」を目的として昨年度から開催している「ながれやまス
ポーツフェスタ」。今年は、チアダンス講習会やタグラグビー講習会のほか、チャレ
ンジスポーツスタンプラリーなどを実施します。家族で気軽にスポーツを楽しんで
みませんか。
日�12月12日㈯①10時～12時②12時30分～15時
所�キッコーマン…アリーナ
内�①チアダンス講習会、タグラグビー講習会②チャレンジスポーツスタンプラリー
（ボッチャ、ラダーゲッター、フライングディスクスロー、スラックライン、シャフル
ボード、フロッカー、パターユニホック、シャトル玉入れなど）
定�チアダンス講習会：3歳～就学前児15人、小学生以上35人、タグラグビー講習会：5
歳～小学6年生40人、チャレンジスポーツスタンプラリー：300人程度（混雑時は入
場制限あり）　費�無料　持�室内履き、飲み物、タオル、マスクなど
申�①は希望講習名、氏名、年齢、保護者氏名、住所、電話番号を明記の上、スポーツ振興
課へメールまたは電話、②は当日会場で14時30分まで受け付け
問スポーツ振興課☎7157－2225 sports@city.nagareyama.chiba.jp

1019721

問マーケティング課☎7150－6308　 1027524

中里保子さんの万華鏡作り講座

栗コーダーカルテット＆
ビューティフルハミングバードコンサート

利根運河交流館のイベント

流山スポーツフェスタを
開催

YouTube

内部画像

外観

配信日時 配信者 タイトル
11月21日㈯10時から そば懐石　あずみ野 揚げたてを食べよう「旬の野菜とキノコのサクサクかき揚げ」
12月12日㈯14時から ブラッスリーしんかわ しっとりトロトロ「牛バラ肉の赤ワイン煮込み」

11月
21日

㈯ 第4回

森のマルシェキッチンフェスタオンラインふるさとづくり功労者表彰
23人･5団体が受賞の栄に

　明るい地域社会の創造に大きく貢献された個人や団体を表彰する第79回ふるさとづ
くり功労者表彰の表彰式が10月16日、市役所で行われ、23人･5団体が受賞の栄に輝
きました。受賞者は次のとおりです。（敬称略）※（）内は主な功績

問秘書広報課☎7150－6063
1028579

▷青少年の健全育成＝松丸富子･竹内雅彦･秦正一･長岡みつ江･弓削美佐子･村越宏･田辺彌生･
秋谷秀夫･山崎千枝子･（故）松嶋良正（いずれも流山市青少年補導員）
▷社会福祉への貢献＝鈴木美智子（人権擁護委員）･岩橋幸司･小林せい（いずれも保護司）
▷地域保健･医療への貢献＝寺田多恵（学校医）･本淨敏（学校歯科医）
▷環境美化への貢献＝千葉県立特別支援学校流山高等学園
▷産業の発展＝稲川豊明（流山市管工事協同組合理事長）
▷地域社会づくりへの貢献＝鏑木勇･石塚孝雄･丸山勲･中山憲一･髙森靑実･森田冨子（いずれ
も流山市コミュニティスポーツリーダー）
▷寄附＝小林富子･株式会社フクダ産業･株式会社トラストワーク･株式会社日本薬師堂･コカ･
コーラボトラーズジャパン株式会社


