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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

　聴覚障害者には手話ができる人・できない人がいます。また、文章の読み書きが苦手
な人もいます。聞こえの程度によって一人ひとりコミュニケーションの方法はさまざ
まです。そのため、どのような方法が良いかをまずは本人に確認することが大切です。

　聴覚障害には、聞こえない状態と聞こえにくい状態があ
ります。大きな声で話せばなんとか聞こえる、補聴器を付
ければ聞こえる、補聴器を付けても全く聞こえないなど、
聞こえの程度は人によって異なります。また、聴覚障害が
あっても普通に発話することができる人もいます。しか
し、「話せる」は「聞こえる」ではありません。

　紙に書いたり、スマートフォンに文字を打ったり
して伝えましょう。道具がない場合は、手のひらや
空中に指で字を書いても伝えることができます。
「短く、分かりやすく」を心掛けましょう。

　マスクを着けていると声がこもるため、ゆっくり大きく話しましょう。

　筆談や発話だけでなく、身ぶりなど複数の方法を組み合わせるとより伝わりやす
いです。

　口元が見える透明なマスクを着用するなど、表情や口の形が見える工夫が必要です。

　聴覚障害は外見では分かりにくく、なかなか気付けませ
ん。電車などでの緊急アナウンスや、車のクラクションな
どの警告音に反応していない人を見かけたら聴覚障害者
かもしれないという考えを持って対応しましょう。

　聴覚障害者は、背後
や離れた場所から声を
掛けられても気付くこ
とが困難です。

　肩や腕を軽くたたい
たり、正面に回ってか
ら相手の目を見て話し
掛けましょう。

話し掛ける時のポイント

運転を
見合わせています

運転を
見合わせています

運転を
見合わせています

運転を
見合わせています

運転を
見合わせています

マスクを着用したままできる
コミュニケーション方法

相手が希望する方法でコミュニケーションを取ることが大切

困っていることに気付くには

聴覚障害者でも聞こえの程度はさまざま

　新しい生活様式でマスクの着用が定着する中、コミュニケーシ
ョンに不安を覚える聴覚障害者も少なくありません。
　聴覚障害者は相手の話していることを、音声や手の動き、顔の表
情、口の形などの情報を組み合わせて理解しています。そのため、
マスクで顔が覆われてしまうと得られる情報が少なくなるため、
意思疎通が難しくなります。
　まずは、気付かれにくい聴覚障害者の抱える困りごとを知るこ
とが第一歩。そこから、新しい日常におけるコミュニケーション方
法を考えてみませんか。
問障害者支援課☎7150－6081FAX 7150－2727

理解し、歩み寄ってくれることがうれしいです

　私たちの会話には口の動きや表情といった情報が不可
欠です。新しい生活様式の中で、お互いの身を守るため
にマスクの着用が必要なことは理解していますが、周囲
の人の顔がマスクで覆われた今の状況は「分からない」と
いう不安がとても大きくなっています。買い物の支払い
時も、店員さんがマスクをしているとレジ袋とポイント
カードのどちらのことを尋ねているのか分かりません。そのため、いつも質問する内
容はカードにして指さしでやり取りができると助かります。
　また、中途失聴者･難聴者の場合、「話せる」から「聞こえる」と思われてしまうことが
あります。細かな内容をやりとりする方法として筆談がありますが、最初は書いてく
れていても、こちらが声を出して返事をすると筆記をやめられてしまうことがありま
す。話すことはできても、聞き取りが難しい人がいるということを知ってほしいです。
　生活の中で不安を感じることは多くありますが、例えば、筆談だけでなく、よく使う
言葉を手話で覚えようとしてくれるなど、歩み寄ってくれる人もたくさんいます。そ
うした聴覚障害への理解と心遣いを感じる時、とてもうれしくなります。

流山市デフ協会（聴覚障害者協会）　小野寺 智子さん（向小金在住）（左）
流山市中途失聴者・難聴者の会　地引 千恵子さん（南流山在住）（右）

新しい日常での聴覚障害者の困りごと

2面に続く

マスクがコミュニケーション
の壁に

筆談

手話

発話（少し聞こえる人の場合）

身ぶり

運転を
見合わせています
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8月は電気使用安全月間 ぬれた手でのコンセントの抜き差しや、タコ足配線、プラグのホコリなどは感電や火災の原因となります。電気は正しく安
全に使いましょう。問関東電気保安協会☎043－312－0349

　聴覚障害者は聞こえない･聞こえづらいことで情報を得られにくく、生活のさまざま
な場面で不便なことがあったり、やりとりがうまくいかなかったりすることがあります。

　聴覚障害者とのコミュニケーション方法を学び、聴覚障害への理解を深め、誰もが
安心して暮らせる社会づくりにあなたも参加してみませんか。

こんにちは ありがとう

　手話を必要とする聴覚障害者とのコミュニケーションを円滑に行うため、聴覚
障害や手話について学びます。
日9月11日～令和3年3月19日の金曜12時45分～14時45分
所南流山センター
対市内在住･在勤･在学で将来手話通訳者を目指す方
定25人（多数抽選）
費4,400円（テキスト代）
申説明会で受け付け

　市内には3つの手話サークルがあり、公民館などで活動しています。みんなで
楽しく手話を学び、聴覚障害者の方々と交流しませんか。

日9月4日㈮12時45分から　所南流山センター
問障害者福祉センター☎7155－3638

手話でコミュニケーションの手助けを
手話奉仕員養成講座･前期（全27回）

手話サークル 説明会

会話のバリアフリーへ 一人ひとりができること

サークル名 目的 日時･場所 年会費 問い合わせ先

さつきの会 手話の向上、流山市
デフ協会への協力

初石公民館
火曜13時～15時 2,000円 橋口

☎・FAX 7145－4848

木の会
流 山 市 デフ協 会と
交流し、手話を学び
活動する

南流山センター
木曜19時～20時45分 2,000円 石鍋

☎･FAX 7158－2022

夢
手 話 芝 居 などの 学
習 を 通じて障 害 者
の理解を広め、交流
を深める

東深井福祉会館
木曜10時～12時 1,500円 小林

☎・FAX 7155－4116

　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２年８
月からの自己負担限度額は、令和元年（平
成31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、被保険者証の
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、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。

　非課税世帯の方は、「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、
入院中に負担する食事代が減額されます。

※高額療養費の「限度額適用認定証」と兼
用になります（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。すでに「限度額適用認定
証」および「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
元年（平成31年）中の所得の申告がお済
みでない方、保険料に滞納がある方は、認
定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、食事代が減額さ
れます。
▪後期高齢者医療制度加入者
　令和元年度（平成31年度）に「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、引き続
き減額認定証を送付します。なお、令和２
年度から減額認定証の対象となる方は、申
請をお願いします。また、区分Ⅱ（注３）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２年度高額療養費の
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。非課税を除く（注1）

3回目まで 4回目以降（注2）

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

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

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

210万円以下 5万7,600円
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

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2)

不要

住民税課税所得
380万円以上

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2) 必要

住民税課税所得
145万円以上

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2)

1割（後
期）･2割

（国保）

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2）
不要

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

国保･後期高齢者医療制度加入者の方へ

高額療養費と入院時食事代の減額

高額療養費の自己負担限度額

注1：基礎控除は、総所得金額などから33万円を引いた額
注2：過去12カ月間に、一つの世帯で限度額を超えた支給が3回以上あり、4回目以降に該当する場合
注3：非課税世帯で区分Ⅰ以外の方　注4：非課税世帯で年金収入が80万円以下の方など

表3　１食当たりの入院中の食事代（通常1食460円）
　申請の翌月分から適用になります。

対象 90日までの入院 91日以上の入院
非課税世帯および70歳以上で区分Ⅱ(注3)の方 1食 210円 1食 160円

70歳以上で区分Ⅰ(注4)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、総所得金額などから各種所得控除（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。

　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2日・9日・16日・23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）
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

　手話は聴覚障害者にとって、コミュニケーションを図る上で大切な「言語」
であり、日本語と同等の言語です。市では、手話への理解の促進を図るととも
に、手話の普及に関する施策を総合的に推進することで、共生社会の実現を目
指しています。
問障害者支援課☎7150－6081FAX 7150－2727　 1021096

筆談のテクニックを学ぶ
聞こえのサポーター講座（全4回）

流山市手話言語の
普及の促進に関する条例
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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日から、マイナンバーカードを取得済みの方を対象に、選択したキャッシュレス決
済でチャージまたは買い物をすると金額の25％のポイント(最大5,000円分)が還元さ
れる、マイナポイント事業が始まります。マイナポイントの付与には事前申し込みが必要
です。詳細は総務省のホームページをご覧になるか、マイナンバー総合フリーダイヤル
にお問い合わせください。
　現在、マイナンバーカードの交付申請が混み合っており、申請から交付まで２カ月ほど
かかっています。あらかじめご了承ください。
問マイナポイント制度全般について…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）
カードの申請・交付について…市民課☎7150－6075　 1026869

　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。
日8月5日㈬…11時ごろ
▷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
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

　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

　マイナンバーカードを申し込み、交付通知書が届いた方で、平日の受け取りが困難な
方はぜひご利用ください。当日は、8月21日までに市役所市民課へ電話で予約をいた
だいた方をご案内します（予約状況により受け付けが終了となる場合があります。次回
の日曜交付は9月27日です）。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。
　なお、当日は電子証明書のパスワードのロック解除と再設定のみ受け付けます。ほか
の通常業務や電話対応は行いませんのでご注意ください。
日8月23日㈰8時30分～12時
所市役所第１庁舎１階市民課
▷受け取れる方＝本人または法定代理人（本人同伴に限る）

　農業委員の任期満了に伴い、令和2年市議会第2回定例会で12人の方の任命に同
意を得て、7月20日に井崎市長から辞令が交付されました。任期は令和5年7月19日
までの3年間です。
　また、同日行われた農業委員会総会では、会長に水代啓司氏が、同職務代理者に岡田
長政氏が選出されました。

　農地の集積・集約や耕作放棄地対策などを専門的に行う農地利用最適化推進委員を
7月20日に４人の方に委嘱しました。同推進委員の氏名など詳細は、市ホームページを
ご覧ください。
問農業委員会事務局☎7150－6102　 1009317

　通知カードの下部分の交付申請書があれば、インターネットや郵便、証
明写真機で申請できます。
　申請書がお手元にない場合や住所変更、婚姻などにより記載事項に変
更があった場合は、最新の情報を記載した申請書をお渡ししますので、本
人確認書類を持参の上、市民課または各出張所へお越しください。
▷申請書を受け取れる方＝本人または同一世帯員（その他の場合には委任状が必要）
▷必要書類＝来庁する方の本人確認書類（運転免許証、写真付き住民基本台帳カードな
ど）
問カードの交付について･･･市民課☎7150－6075　 1003848

マイナンバー制度全般…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）

8月21日までに事前予約を

新会長に水代啓司氏

9月1日からポイント付与開始

8月5日11時ごろに放送
生け垣などの道路へのはみ出しは事故のもと

マイナンバーカードの日曜交付

農業委員会が新体制に

マイナポイントを手に入れよう!

防災行政無線を使った
情報伝達訓練を実施8月は道路ふれあい月間

マイナンバーカードの申し込み方法
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“Nagareyama…International…Understanding…Support…Center”…offers…advice…
to…foreign…residents…who…have…trouble… in…daily…city… life.(Only…for…troubles…
related…to…the…city…administration)
The…support…center… is… located…on…the…3rd…floor…of…the…Nagareyama…city…
office…Edogawadai…Branch…Bldg.…near…Tobu…Urban…Park…Line…Edogawadai…
station.
Feel…free…to…visit…us.
Office…Hour… :… 10am…to…4pm(Except…noon…to…1pm)…
… … Monday,…Wednesday…and…Friday
Languages…available… :… Japanese…and…English
… … Please…ask…for…other…languages…if…needed.
Contact… :… Nagareyama…International…Understanding…Support…Center
… … ☎7128－6007

【NPO法人流山市国際交流協会（NIFA）の外国語講座】
　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）。詳細は同協会ホームページをご覧ください。
▷募集人数＝各5人程度（多数抽選）
講ネイティブ講師（☆、★講座は日本人講師）
費4,500円（全6回）（☆講座は4,000円（全8回）、★講座は6,000円（全12回）、◎講座
は6,000円（全8回）※別途協会年会費2,000円と教材代）
申往復はがきに住所、氏名、電話番号、希望講座名を明記の上、8月20日（必着）までに…
〠270－0111流山市江戸川台東1－4江戸川台駅前庁舎3階NPO法人流山市国際交
流協会外国語講座事業部へ郵送またはメール

講座名 開催日 時間 場所

中国語入門
第 1･3木曜日

13:30 ～15:00
江戸川台駅前庁舎３階

中国語初級 15:10 ～16:40

★韓国語初級 毎週水曜 13:00～14:30 おおたかの森教室
（おおたかの森北）

韓国語中級 第 1･3火曜日 10:00～11:30 ほっとプラザ下花輪
（下花輪福祉会館）

◎スペイン語中級

第 1･3金曜日

13:00～14:30
江戸川台駅前庁舎３階

◎スペイン語初級 14:45～16:15

☆英会話初級 10:00～11:30 コミュニティプラザ

★会話に役立つ英文法 毎週木曜 14:00～15:30 生涯学習センター（流山エルズ）

◎英会話入門A 第 2･4金曜

10:30～12:00 江戸川台駅前庁舎３階
◎英会話入門B 第 2･4木曜

◎英会話初級（マン）A 第 2･4月曜

◎英会話初級（マン）B 第 2･4火曜

◎英会話初級（ラム）A
第 1･3金曜

11:55～13:25
文化会館

◎英会話初級（ラム）B 13:30～15:00

英会話中級 A
第 1･3火曜

  9:30～11:00

江戸川台駅前庁舎３階
英会話中級B

11:00～12:30
英会話上級 A

第 2･4水曜
英会話上級 B    9:30～11:00

問同サポートセンター☎7128－6007（月･水･金曜10時～16時）
nifa-support@bz04.plala.or.jp
1008962

農地利用最適化推進委員を委嘱

【農業委員】（順不同・敬称略）
矢口優子（西深井）、池田操代（上貝塚）、金子文雄（古間木）、鈴木亨（南）、金子孝博
（西深井）、中嶋清（野々下）、小菅康男（平方村新田）、染谷一嘉（木）、石井保（中野久
木）、岡田長政（駒木台）、山﨑日出男（上貝塚）、水代啓司（向小金）
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　児童手当の現況届の提出期限は6月30日であったため、すでに提出期限を過ぎています。
現況届の提出がないと、6月分以降の手当の支払いが受けられなくなります。現況届を未提出
の方は必要書類を添えて早急に提出してください。
▷提出方法＝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
問子ども家庭課☎7150－6082

　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体
のケア、赤ちゃんの食事などについて学びます。
日 9月2日㈬・16日㈬・25日㈮10時～11時30分※25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、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☎7158－3462FAX 7158－3442

1014850

　新型コロナウイルス感染症の影響による子育て負担の増加や収入の減少を支援するため、
国の臨時特別措置としてひとり親世帯に給付金を支給します。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。なお、7月末に児童扶養手当受給資格者および遺児等手当
などの受給者には案内を送付しています。
対①令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方②公的年金などを受給しており、令和2年
6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方③新型コロナウイルス感染症の影響により
収入が減少し、児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

　病気などやむを得ない事由により、義務教育諸学校の就学を猶予または免除された方など
に対し、中学校卒業程度の学力を認定するために文部科学省が行う試験です。合格者には高
等学校の入学資格が与えられます。
▷試験日＝10月22日㈭　申文部科学省または千葉県教育委員会で配布の認定試験願書に必
要書類を添付し、9月4日（消印有効）までに文部科学省生涯学習推進課認定試験第二係へ郵送
問学校教育課☎7150－6104　 1022104

　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11日
まで受け付けます。
　対象の方には関係書類を送付します。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11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（年金受給者のみ）④令和2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

▷申請期間＝令和3年2月26日までの平日8時30分～17時※8月22日㈯・23日㈰は臨時に
同時間帯で受け付けます。　申①の対象者：不要（追加給付は申請が必要）、②③の対象者：申
請書および必要書類（年金振込通知書や令和２年２月以降の給与明細など収入が分かるもの
など）を市役所子ども家庭課へ持参
問子ども家庭課☎7150－6082　 1026890

　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。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歳以上で最重度の障害が重複している在宅の方
障害児福祉手当：20歳未満で最重度の障害がある方
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
問障害者支援課☎7150－6081　児童手当の現況届

赤ちゃんといっしょ（全3回）

ひとり親世帯臨時特別給付金

中学校卒業程度認定試験の願書を受け付け中

特別児童扶養手当、特別障害者手当
など（国手当）の現況届

未提出の方は早急に提出を

子育てママのセミナー

本日から申請を受け付け

出願は9月4日まで

8月12日～9月11日に提出を

①の対象者 ②の対象者 ③の対象者

基本給付
支給額 1世帯5万円※第2子以降、1人につき3万円加算
申請 不要 必要

支給時期 8月31日 審査後随時

追加給付
支給額 収入が減少した場合5万円

ー申請 要（現況届提出時） 要
支給時期 審査後随時

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

3日㈪･4日㈫ チャレンジ工作（小学生） 
定各10人（先着順）※要申し込み

19日㈬ ママのリフレッシュ フラ（乳幼児向け）
※要申し込み

江戸川台児童センター
☎7154－3015

7日㈮･8日㈯ マジックスクリーン作り（小学生） 
定各10人（先着順）※要申し込み

19日㈬～24日㈪ 夏のチャレンジ

赤城児童センター
☎7158－4545

7日㈮ ママと一緒に体操（乳幼児向け） 
定20組（先着順）※要申し込み

22日㈯ マンカラチャンピオン

十太夫児童センター
☎7154－5254

18日㈫～20日㈭ 工作の日（小学生） 
定各10人（先着順）※要申し込み

25日㈫ 工作しよう（乳幼児向け） 
定15組（先着順）※要申し込み

野々下児童センター
☎7145－9500

7日･21日･28日の金曜 にこにこサロン（乳幼児向け）※要申し込み
29日㈯ ののチャンシップ

思井児童センター
☎7159－5666

3日㈪～22日㈯ チャレンジ夏休み

15日㈯～19日㈬ 工作の日（小学生） 
定各12人（先着順）※要申し込み

向小金児童センター
☎7173－9320

6日㈭～8日㈯ 今月の工作

14日㈮ 読み聞かせ会（乳幼児向け） 
定20組（先着順）※要申し込み

●たんぽぽのひろば… …日 20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）　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 19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。当日は検温、マスクの着用をお願いします。…
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。

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 （8月）

児童館・児童センター　8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25日㈫10時～11時30分　所文化会館
… ※ひだまりサロン、南流山ぽかぽかサロンはお休みです。

費無料　申不要　問文化会館☎7158－3462　 1001275

新規申請は随時受け付け

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 ①8月8日㈯13時～15時30分②8月9日㈰
13時～15時30分、8月22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

1026883

②クリーンセンター☎7157－7411
1016384

図書館子ども教室　酸とアルカリであそ
ぼう～おふろのシュワちゃんをつくろう～
　酸とアルカリの性質を学びながら、重曹、
クエン酸、紫イモの粉などを使って発泡す
る入浴剤を作ります。
日 8月22日㈯10時～11時30分、13時～14時30
分　所中央図書館　講科学読物研究会会員･…
坂口美佳子さん　対市内在住の小学生　定各
15人（先着順）　費各200円　持筆記用具、汚
れても良いタオル　申8月2日9時から電話
問中央図書館☎7159－4646

1026345

こども理科実験室　ふしぎなウキ
　浮いたり沈んだりするふしぎな「ウキ」を
作って実験をしましょう。
日 8月23日㈰13時～15時　所北部公民館
対小学生　定10人（先着順）　費100円　
申電話または直接窓口へ
問北部公民館☎7153－0567

リトミック体験講座　音とリズムを楽しもう
日 8月27日㈭10時～11時　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
の未就学児の親子　定15人（先着順）　費無
料　持動きやすい服装　申8月2日から電話
問向小金福祉会館☎7173－9320

英語でワン・ツウ・スリー
遊んだ後は子育てカフェも
　ゲームや歌、ダンスで英語を楽しみましょ
う。終了後、子育てカフェも開催します。
日 9月1日㈫13時～15時
所向小金福祉会館　対市内在住･在勤･在
学の3歳～就学前児の親子
定12組（先着順）　費500円（資料代）
持動きやすい服装　申8月12日から電話
問向小金福祉会館☎7173－9320

双子の子育てひろば　さくらんぼくらぶ
　双子・三つ子のパパママの情報交換と仲
間づくりの場です。保健師さんを交えなが
ら子育ての不安や悩みを話し合い情報交換
しませんか。プレママも参加できます。
日 9月5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　費無料
申8月17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
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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

　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。また、新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、今年度は人数を制限することから、申し込み期限は8月31日までとなりま
す。今年度受診できなかった方は、来年度の対象者として申し込みを受け付けます。
▷対象＝令和3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
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保健センターへ
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

　令和2年8月診療分から、精神障害者保健福祉手帳1級所持者で重度障害者医療費
を受給している方の給付内容が拡大され、一部取り扱いが改正されます。
　診療科を問わず、健康保険適用分の自己負担額が通院1回・入院1日300円（市民税
所得割非課税世帯は無料）、調剤無料になるほか、助成方法が現物給付方式に変更さ
れます。
　対象の方には個別通知しますので、内容をご確認ください。
問障害者支援課☎7150－6081

　認知症サポーターは、認知症を正しく理解し、認知症の方やその家族を支える応援
者です。講座では、認知症の基礎知識や、認知症の方への接し方などを学びます。
日 9月12日㈯14時～15時30分(13時30分から受け付け)
所東部公民館
定30人(先着順)
費無料
申東部高齢者なんでも相談室（地域包括支援センター）に電話またはファクス
問同相談室☎7148－5665FAX 7141－2280

1000831

　例年9月に開催している口腔がん検診は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、今年度は中止となります。気になる症状がある場合は、病院を受診してください。
問保健センター☎7154－0331

　重さを調整できるおもりを使って体を動かす「ながいき100歳体操」で筋力アップ
を目指しましょう。
日 9月1日･8日･15日の火曜10時～11時30分
所赤城福祉会館
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、上履き、動きやすい服装
申8月3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☎7150－6080FAX 7159－5055

　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 ①8月19日㈬13時30分～15時②8月26日㈬13
時30分～15時
所①保健センター②キッコーマン…アリーナ
対市内在住･在勤･在学の方
定①10人②30人（いずれも先着順）
費無料　持タオル、飲み物、動きやすい服装、マスク
申保健センターに電話
問保健センター☎7154－0331

　現在、新型コロナウイルス感染症の影響で血液が
不足しています。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 ①8月16日㈰10時～11時45分、13時～16時②8
月21日㈮9時30分～11時30分③8月31日㈪14時
30分～16時　所①スターツおおたかの森ホール②ク
リーンセンター③上下水道局
▷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

　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。成年後見制
度の利用を考えている方は、お気軽にご相談ください。相
談内容の秘密は守られます。
日 8月25日㈫13時～15時55分※1組40分以内
所北部公民館　対市内在住・在勤・在学で成年後見制度の
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8月3日から市役所高齢者支援課へ電話
問高齢者支援課☎7150－6080　 1018881

重度障害者医療費助成制度の
給付内容が拡大

認知症サポーター養成講座

流山市歯科医師会による
口
こ う く う

腔がん検診を中止

筋力アップ教室（全3回）

歩く脳トレ運動!
スクエアステップ

献血にご協力を! 成年後見制度の無料相談会

骨粗しょう症検診を実施

対象者には個別通知

認知症になっても安心して
暮らせる街づくりのために

ながいき100歳体操を始めよう!

（健康づくり推進員協議会主催）
権利擁護の専門家が相談に応じます

申し込み期限は8月31日まで

日程 会場・受付時間
9時30分～10時30分 13時30分～14時30分

11月12日㈭

保健センター
保健センター

11月13日㈮

11月16日㈪ 東部公民館

11月17日㈫ 南流山センター 南流山センター

11月18日㈬ 保健センター 保健センター

※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。

開催教室 日程 開催場所 備考

もぐもぐ教室
（予約制）

18日㈫・19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

27日㈭ 東部公民館

カムカムキッズ
（予約制）

26日㈬ 南流山センター 令和元年7～9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、歯ブラシ持参28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5月生まれの乳児対象

②1歳6カ月児…6日㈭・
7日㈮・11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…3日㈪・4日㈫・

5日㈬・25日㈫・26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

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

【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（8月） 時　間 問・予約

思春期相談 25日㈫ 13時30分～15時30分

☎047ー361ー2138精神保健福祉相談 6日㈭・17日㈪ 14時～16時

酒害相談 20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）。
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　（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）
　ケアセンター
　問同相談所☎7159－4970
●遺言・相続無料相談（予約制）
　8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）
　6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
　…4日・28日（18時30分～20時30分）

●法律相談（予約制）
　火・木曜（13時～15時40分）
　※11日・13日を除く
●悩みごと相談（予約制）行政
　月曜（10時～15時）※10日を除く
●税務相談（予約制）
　26日（13時～16時30分）
●登記相談（予約制）
　12日（13時～15時40分）
●交通事故相談（予約制）
　17日（10時～15時）
●行政書士無料相談（予約制、電話相談）
　…火・金曜（13時～15時）※祝日を除く
　…問千葉県行政書士会東葛支部（伊

佐）☎090－2723－9754

●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）
　7日・14日・28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

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

8月

その他の相談

　江戸川台福祉会館
　9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）
　14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。

　市内の各農園では、梨やぶどうの直売を行っています。もぎたての果実の
おいしさを味わってみませんか。開園時間、価格、地方発送、もぎ取りの可否
など詳細は、各農園にお問い合わせください。

　子育てと仕事の両立は難しいと感じ、再び働きたいという思いはあっても
なかなか一歩を踏み出せないと悩んでいませんか。まずは、自分の強みを知
り、自分らしい働き方を一緒に考えましょう。

所南流山センター
対就職を希望する女性　定15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28日までに要申
し込み。保育カード送付のためPCメールアドレスまたは住所が必要）
問企画政策課☎7150－6064　 1003422

　市野谷の森は、市内ではもっとも大きな森で、貴重な動植物が
生息しています。今回、NPOさとやまでは市野谷の森を保全する
維持管理作業に興味がある方を募集します。
　募集期間終了後、説明会と面接を予定しています。また、管理
作業への参加が決まった方は、管理機材の安全講習・講座を受講
する必要があります。
　なお、応募が多数の場合は早めに締め切らせていただくことが
あります。詳細はお問い合わせください。
▷日程＝①説明会：9月5日㈯②面接：9月13日㈰③機材安全講習･講座：9月21日㈷･22日㈷
（参加が決まった方のみ）
▷募集期間＝8月1日～21日
対市内在住の方　定5人程度　費無料
申NPOさとやま（岡田☎7152－6856）へ電話
問みどりの課☎7150－6092

◆俳句教室（通信制）
　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・一茶双樹記念館では、９月から来年３月まで（12月を除く）の「俳
句教室」（通信制）の受講生を募集します。詳細はお問い合わせください。

講水曜教室：流山俳句協会会長・北川昭久さん、木･土曜教室：同協会会員・篠塚雅世さん
定各16人（先着順）　費月1,000円（吟行費用別途2,000円）
◆初秋の宵のコンサート
　初秋の宵、一茶双樹記念館の枯山水の庭を渡る涼やかな風を感
じながら、美しい箏

そう

の音色に浸ります。流山市邦楽三曲会･南海
佳子さんに季節感あふれる名曲を披露いただきます。
日 9月12日㈯16時～17時
所一茶双樹記念館
▷曲目＝ロンドンの夜の雨・衛兵の交替（宮城道雄作曲）、上無（山
本邦山作曲）、夕月（佐藤義久作曲）、里の秋・小さい秋（大平光美編曲）
定18人（先着順）　費500円（お茶とお菓子付き）

【共通事項】
申一茶双樹記念館に電話、ファクスまたはメール

問一茶双樹記念館☎･FAX 7150－5750 info@issasoju-leimei.com

問農業振興課☎7150－6086　 1002197

一茶双樹記念館のイベント

もぎたての梨・ぶどうは格別

仕事復帰応援セミナー（全3回）

市野谷の森を一緒に守りませんか

贈答品にも最適!

あなたが輝くキャリアデザイン

自然の維持管理作業に興味のある方を募集

内容 水曜教室 木曜教室 土曜教室

9月
作品提出締切 9月9日 9月10日 9月12日

スクーリング
9月16日

13時30分～14時30分、
15時～16時

9月24日
10時～11時、

11時30分～12時30分

9月26日
13時30分～14時30分、

15時～16時

10月
作品提出締切 10月7日 10月8日 10月10日

スクーリング
10月21日

13時30分～14時30分、
15時～16時

10月22日
10時～11時、

11時30分～12時30分

10月24日
13時30分～14時30分、

15時～16時

11月 吟行 11月11日
10時30分～16時

11月12日
10時30分～16時

11月14日
10時30分～16時

1月 作品提出締切 1月13日 1月14日 1月16日
2月 作品提出締切 2月10日 2月11日 2月13日

3月
作品提出締切 3月10日 3月11日 3月13日

スクーリング
3月17日

13時30分～14時30分、
15時～16時

3月25日
10時～11時、

11時30分～12時30分

3月27日
13時30分～14時30分、

15時～16時

農園名 電話番号 種類
小倉果樹園（駒木台） ☎7153－4911 梨、ぶどう
水野果樹園（前ケ崎） ☎7144－7863 梨

オーチャード・ガーデン㈱
水代果樹園（向小金） ☎7174－4451

ぶどう高城農園（名都借） ☎7145－6247
戸部農園（野々下） ☎090－1466－9652

期日
※時間はいずれ
も10時～12時

内容 講師

9月11日㈮ ノンバーバル・コミュケーション 
～仕事に必要なもう一つのコミュニケーション～

産業カウンセラー
林元子さん

9月18日㈮
〝これからの私”のためのキャリア・プランニング 

～子育ても仕事もあきらめない
自分らしいキャリア形成～

ジャーナリスト
福沢恵子さん

9月25日㈮ 30代、40代からの私らしい仕事＆お金術を考える キャリアカウンセラー
棚橋晶さん

　地元の創業支援の専門家がチームで創業を支援する「創業塾実践講座」を9
月に開催予定です。ビジネスアイデア発想法、マーケティング、会計の基礎
知識など創業に必要な基礎知識を学びながら、創業計画を作り上げていきま
す。
　今回、創業塾の開講に先立ち、創業塾実践講座の魅力を紹介する体験講座
を開催します。創業に興味がある方は、ぜひご参加ください。
日 8月22日㈯14時～16時
所流山商工会議所
定40人（先着順）
費無料
申電話
問流山商工会議所☎7158－6111

創業塾体験講座を開催
流山で創業を目指す方へ

※スクーリングは新型コロナウイルス感染症拡大防止のため人数を分けて実施します。
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イベント

しみんの伝言板
問秘書広報課☎7150−6063　 1007526

■オンライン de 子育ての仲間作り♪マタ
ニティヨガ＆赤ちゃんと一緒に産後美ヨガ
♪（赤ちゃんと一緒に流山…de…美ヨガ＆ダン
ス♪主催）=①Zoomにてマタニティヨガ＆
産後おしゃべり美ヨガ♪:8月4日～25日の
火曜13時～15時②Zoomにて音楽に合
わせて産後美ヨガストレッチ♪:8月6日～

27日の木曜13時～15時。500円～1,000
円※要申し込み問事務局 biyoga8@
gmail.com
■フラダンス無料講習会（ナーフラピリア
ロハ主催）=8月5日㈬･19日㈬①18時
20分～19時30分②19時50分～21時、
スターツおおたかの森ホール。無料※要
申し込み問渡辺☎080－3145－5581
■流山市役所で第二回フードドライブ!
（とうかつ草の根フードバンク主催）=8月
21日㈮・22日㈯11時30分～13時30分、
市役所。無料問梅澤☎090－4077－
4486

スマホ・パソコン
無料相談会

日 8月21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

講座
★古文書講座
やさしい古文書入門（全3回）

　江戸時代に書かれた毛筆のくずし字を読
むためのコツを、わかりやすく解説します。
日8月29日、9月5日･12日の土曜いず
れも13時～15時　所森の図書館
講東京堂出版編集部・小代渉さん
定30人（先着順）
費各1,000円（資料代）　申8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

1026882

★就職個別相談セミナー　コロナ時代
の現状から見えてくる就活対策とは

　就活を成功させるには、自分を知ること
と仕事についての理解を深めることが大
切です。また、これまで体験したことのな
いコロナ時代の現状を知ることでこれから
の就活へのヒントをつかんでください。
日9月2日㈬10時～12時、13時30分～
15時30分※いずれの時間も内容は同じ…
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
定各12人（先着順）　費無料
持マスク　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

★向小金福祉会館の講座･イベント

①プリザーブドフラワー教室
　ペットの写真を
入れて供養できる
フォトボックスをア
レンジします。
日9月4日㈮13時
30分～15時30分
講エムポワール主宰･藤本ますみさん
定5人(先着順)
費3,000円(材料代含む)　持はさみ、ピ
ンセット、両面テープ、作品を持ち帰る袋、
グルーガン（お持ちの方のみ）
②3B体操　無料体験講座
　用具を使って音楽に合わせて楽しく体

を動かしましょう。
日9月8日㈫10時～11時　
講（公社）日本3B体操協会指導者･佐々木
澄子さん
定15人（先着順）
費無料　持動きやすい服装

【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日から電話
問向小金福祉会館☎7173－9320

★リサイクル講座

①花のブローチづくり
日9月7日㈪10時～16時
定10人（多数抽選）　費 100円
持不用布、裁縫道具など

1026376

②夏に着ていたTシャツを子どものロンT
にリメイクしよう!
日9月17日㈭10時～16時　定5人（多
数抽選）※1～6歳の一時保育あり
費 300円　持不用なTシャツなど

1026361

【共通事項】
所クリーンセンター
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、返信用に住所、宛名、②で一時保
育を希望する方はお子さんの氏名･年齢
を明記の上、①8月31日②8月17日（い
ずれも必着）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

展示

★ギャラリーガラスケース展示
ジオラマ工房作品展
「江戸川台の夏まつり」

　江戸川台駅東
口駅前のジオラ
マを背景に、やぐ
らとさまざまな屋
台が夏まつりを盛
り上げます。
日 8月1日㈯～30日㈰9時30分～17時
（１日は13時から、30日は15時まで。24

日は休館）
所森の図書館　費無料　申不要
問森の図書館☎7152－3200

1026881

流山市展の開催を中止

　新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、8月17日～26日に開催を予定してい
た流山市展は中止します。
問生涯学習課☎7150－6106

1027345

会議 どなたでもお聴きになれます

★国民健康保険運営協議会

日8月20日㈭13時30分から
所市役所
内令和元年度流山市国民健康保険特別会
計決算について　ほか
問保険年金課☎7150－6077

その他

★利根運河交流館のイベント

①水に親しむカヌー遊び･木陰で自転車
喫茶店
　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。
また、木陰には自転車屋台の喫茶店が出
現します。
日8月1日･8日･22日の土曜❶カヌー：9
時～11時、❷喫茶店：9時～15時（❶は1
人10分、いずれも荒天中止）
所運河水辺公園
対❶2歳以上の方
費❶300円（保険代含む）　申不要
②うんがいい! マルクト
運河駅で観光みやげを
日8月2日㈰･8日㈯･29日㈯10時～16
時　所運河駅ギャラリー(運河駅自由通路
内)　内産直野菜･工芸品・グルメなどの
販売

【共通事項】
問利根運河交流館☎7153－8555（月･
火曜休館）

★東部公民館のイベント

①いきいきスクエアステップ
　公認指導員の指導によるスクエアス
テップで、転倒予防と脳トレを行います。
日8月12日㈬･26日㈬13時～14時30
分　定各20人（先着順）　費各100円
持マスク、上履き、タオル、飲み物、動き
やすい服装
②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 8月28日㈮13時～14時30分
講フォークシンガー･有吉かつこさん
費 300円　持マスク、飲み物
定20人（先着順）

【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

★シネマトーク＆映画上映会

①B
バ ラ ッ ド

ALLAD 名もなき恋のうた
日9月6日㈰18時～20時20分

1026880

②ふしぎの国のアリス
日9月20日㈰18時～19時30分

1026879

【共通事項】
所木の図書館　定50人　費無料　申 8
月2日10時から電話または直接窓口へ
問木の図書館☎7145－8000

★千寿の会

　9月は、マジックの披露があります。
日9月7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 8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

講師登録説明会

　東葛飾教育事務所管内（流山･松戸･
柏･野田･我孫子･鎌ケ谷の各市）の小･
中学校の講師として勤務を希望する方へ
の説明会を行います。また、教員免許更
新の手続きに関する相談も実施します。
詳細はお問い合わせください。
日8月5日㈬、10月27日㈫9時30分から
（9時15分から受け付け）
所松戸市女性センターゆうまつど
問東葛飾教育事務所☎047－361－
2124　 1021904

★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（8･9月）

講座名 期　日 時　間 内　容

①アルバム作成 8月25日㈫
26日㈬ 10時～12時 お気に入りの写真数枚をＡ4用紙に貼り付け、タイト

ルと文字を入力してアルバムを作成
②初めての
パワーポイント

9月15日㈫
16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

講公民館パソコンボランティア（PCYY）
定各12人（先着順）　費①1,500円②3,000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
学校作品展

市内中学校生徒の作品を展示します。
問㈱アーテック☎7154－1441

1001703

8月3日㈪～31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

　杜のアトリエ黎明は、明治～大正
期における流山有数の事業家･秋元
洒
しゃてい

汀の長女であり、画家で歌人の秋
元松子と、その夫である洋画家の笹
岡了一が、戦後間もないころから創
作活動とともに後進の指導にあたっ
た流山の美術運動発祥の地です。
　今回、特別展示として、秋元松子の代表作「新秋」（1948年…
第4回日展出品）、「花に寄せて」（1986年…第72回光風会展出
品）を週替わりで特別展示します。
日 8月4日㈫～15日㈯9時～17時（11日は休館）　所杜のアトリエ黎明
▷絵画展示期間＝花に寄せて：8月4日㈫～10日㈷、新秋：8月12日㈬～15日㈯
費入館無料
問一茶双樹記念館☎7150－5750

秋元松子絵画特別展示を開催
杜のアトリエ黎明

花に寄せて

新秋
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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

流山商工会議所に申請サポート会場を開設

　わずか２歳で被爆し、10年後に白血病で亡くなった佐々木
禎
さだ

子
こ

さんの一生を通じ、原爆の被害と平和の大切さを伝える
「サダコと折り鶴ポスター」や、「平和と学びポスター」などの
展示を行います。また、今年度は中止となった平和大使の広
島派遣について、これまでの実施の様子もご紹介します。
　会場では、皆さんから平和へのメッセージを募集します。
戦後75年となる節目に、平和を考える機会としてぜひご来場ください。
日 8月3日㈪～14日㈮8時30分～17時15分（平日のみ）　所市役所１階ロビー　費無料
問企画政策課☎7150－6064　 1007107

　「ナガレヤマイイカモ」は、市外から訪れる観光
客の方はもちろん、市民の皆さんにも「流山ってい
いかも!」と感じていただけるコトやモノを、流山
の魅力が詰まったカモフラージュデザインを通し
て発信していくツーリズムプロジェクトです。
　プラスチック製レジ袋の完全有料化を受け、市役所流山本町・利根運
河ツーリズム推進課でオリジナルカモフラージュデザインのマイバッグを販売してい
ますが、市内のセブン‐イレブン24店舗でも販売を開始しました。また、今後、ロフト
（流山おおたかの森S・C内）でも販売を予定しています。
▷価格＝500円（税込み）　▷カラーバリエーション＝全3種類※各1,000枚限定。売
り切れ次第終了。販売店舗など詳細は、市ホームページをご覧ください。
問流山本町・利根運河ツーリズム推進課☎7168－1047

1025106

平和ポスター展

「ナガレヤマイイカモ」マイバッグで
オシャレに買い物を

平和へのメッセージをお寄せください

市内セブン-イレブン24店舗で販売中、ロフトでも販売予定

アプリ「マチイロ」で
スマートフォンなどへお届け

　「広報ながれやま」をスマートフォ
ンやタブレット端末向け無料アプリ
「マチイロ」で配信しており、発行日
に端末へ広報ながれやまが届きま
す（プッシュ通知）。

　利用にはアプリケーションのダ
ウンロード（無料※通信料は利用者
負担）が必要です。
　初めて利用する際には、簡単な
設定が必要ですが、氏名やメール
アドレスの登録は不要です。詳細
は市ホームページをご覧ください。

1008130
※「マチイロ」は株式会社ホープが提供するアプリ
ケーションです。サービスは終了することがあり
ます。広告の内容に市は一切の責任を負いません。

スマートフォン 携帯電話 パソコンスマートフォンパソコン タブレット端末スマートフォン タブレット端末

　市ホームページで公開しているPDF
版「広報ながれやま」で、平成10年度
以降のバックナンバーから最新号まで
がご覧になれます。… 1007526
※PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe®…Reader
®」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社の
サイトからダウンロード（無料）してください。

PDF版
「広報ながれやま」

　みどりのメールでは、携帯メルマガ
版「広報ながれやま」を配信しています。
イベント情報、市政情報、広報ながれや
まの記事項目を携帯電話にお届けしま
す。利用には登録（下記参照）が必要で
す。… 1008138

メルマガ版
「広報ながれやま」

広報紙の内容をデジタルでチェック
　インターネット環境があれば、「広報ながれやま」をどこでも簡単に読む
ことができます。いつでも気軽に情報をチェックしてみませんか。
問 秘書広報課☎7150−6063  1007526

市ホームページの検索ボックス
に、広報に記載されているページ
ID（　　　　　　　）を入力する
と関連ページがご覧になれます。

0000000

ID検索を活用しよう！

3.すぐにメールが送信されますので、記載さ
れているサイトにアクセスし、アンケートに
答えて登録してください。

1.右の二次元コードをスマートフォンや携帯
電話で読み取ります。
2.「登録・変更」を選び、空メールを送信します。

※一部の機種で対応していない場合があります。また、パソコ
ンから登録する場合は、登録用アドレスreg@mobile.city.
nagareyama.chiba.jp…に空メールを送信してください。
（注）通信料は利用者負担

登録方法（スマートフォン・携帯電話の場合）

①ID検索のタブを選択

②7桁のIDを入力して検索

　特別定額給付金の申請期限は8月27日（消印有効）までです。申請がお済みでない方は
期限内にお願いします。期限を過ぎると申請を受け付けできませんのでご注意ください。
　自身で申請することが困難な方は、代理で申請することもできます。申請方法など、詳細
はお問い合わせください。
　申請書がまだお手元に届いていない方は、申請書が市に返送されている場合がありま
す。市ホームページから申請書をダウンロードするか、お問い合わせください。
問流山市特別定額給付金コールセンター☎7170－0567※平日のみ
社会福祉課☎7150－6079　 1025833

特別定額給付金の申請は8月27日まで
申請がお済みでない方は期限にご注意を

【チケットの購入方法】
①窓口：8月8日10時からスターツおおたかの森ホール※支払いは現金のみ
②ホームページ：8月11日10時からスターツおおたかの森ホール、カンフェティ
③電話：8月11日10時からカンフェティ（ 0120－240－540※平日10時～18時）

問スターツおおたかの森ホール☎7186－7638

　デビュー45周年・ヴァイオリニストの千住真理
子さんと、デビュー60周年「左手のピアニスト」舘
野泉さんによる夢の響演。二人のレジェンドが名
曲の数々を鮮やかに奏でます。
日 10月17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
▷チケット代＝前売り8,000円、当日8,500円（全
席指定）※未就学児の入場はできません。

◆「井上あずみ＆ゆーゆファミリーコンサート with 四重奏」のチケット好評発売中
日 8月22日㈯14時から（13時30分開場）
▷チケット代＝中学生以上3,000円、小学生以下1,500円（全席指定）※2歳以下
は大人1人につき1人まで膝上無料。席が必要な場合は有料

　国では、新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが減少している事業者を
対象に、地代･家賃（賃料）の負担を軽減するための「家賃支援給付金」の申請を受
け付けています。上限額は法人が600万円、個人事業者が300万円です。詳細は
経済産業省のホームページをご覧になるか、家賃支援給付金コールセンターにお
問い合わせください。
▷申請期限＝令和3年1月15日まで　対次の全てを満たす事業者①資本金10億
円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者※医
療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人などを含む②5月～12月の売り上げが
1カ月で前年同月比50％以上減少または連続する3カ月の合計で前年同月比
30％以上減少③自らの事業のために占有する土地･建物の賃料の支払いであるこ
と　申家賃支援給付金ポータルサイトから電子申請
問家賃支援給付金コールセンター☎0120－653－930（8時30分～19時）

　自身で電子申請を行うことが困難な方のために、「申請サポート会場」が流山商
工会議所に開設されています（要予約）。会場では補助員が電子申請の入力サポー
トを行います。
申予約コールセンターへ電話
問予約コールセンター☎0120－150－413（9時～18時）

千住真理子＆舘野泉 デュオ・リサイタル

家賃支援給付金の申請を受け付け中

スターツおおたかの森ホール

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者対象

千住真理子
ⓒKiyotaka…Saito
(SCOPE)

舘野泉
ⓒAkira…Muto


