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家族でも会話の時はマスク着用
うつらない、
うつさない行動を！

感染経路が判明している新型コロナウイルス感染症感染者のうち、家族を含
む市内患者との接触による感染が多数を占めています。自分と大切な人を守

るために、これまで以上に感染症対策の徹底をお願いします。
問保健センター☎ 7154－ 0331

市内の新型コロナウイルス感染症感染者の推移
（1月16日時点）
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家庭内を含む
市内患者との接触による
感染が多数

44

やっていますか ?
感染を拡大させないために
①終日、不要不急の外出は
控えてください
②マスクは鼻からあごまで
覆ってください
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発熱・新型コロナウイルス感染症の疑いがあるとき

まずは電話でご相談ください
【かかりつけ医がいる場合】
かかりつけの場合には、耳鼻科など内科以外の医療機関でも診察を受けられる場合が
あります。必ず事前に電話連絡の上、かかりつけ医療機関で診察を受け、医師の判断を仰
いでください。
【かかりつけ医がいない、または受診が必要か迷う場合】
必要に応じて、近くの診療可能な医療機関を案内します。
◆流山市新型コロナウイルス相談専用ダイヤル
（保健センター内）
☎ 7138－6121
（平日 8時 30分～17時 15分）FAX 7155－5949
◆千葉県発熱相談コールセンター
（24時間対応）
☎ 03－6747－8414 FAX 043－224－8910
問保健センター☎ 7154－0331
1026012

DVの悩みは一人で悩まないで
専門の相談員が一緒に考えます

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、DVなどの発生リスクが高まっていま
す。 暴力は決して許されません。どんなことでもお気軽にご相談ください。
【DV相談＋
（プラス）】
電話やメールなどで相談ができます。外国人相談者向けに10カ国語での対応もあります。
つなぐ

はやく

0120－279－889
◆電話相談（24時間） ▷電話番号＝
◆メール相談、チャット相談
DV相談＋
（プラス）
のホームページから受け付け
▷受付時間＝メール相談：24時間、チャット相談：12時〜22時
【DV相談ナビ】
最寄りの配偶者暴力相談支援センターにつながり、
電話での相談ができます。
はれれば
▷電話番号＝#8008
問子ども家庭課☎ 7158－4144／企画政策課☎ 7150－6064

公共施設は20時に閉館

市内飲食店の皆さんへ

国の緊急事態宣言および県の方針を踏まえ、別表の公共施設は 20時に閉館します。ま
た、敬老バス
（さつき号）
とげんき村キャンプ場は、宿泊を伴う利用ができません。ご理解・
ご協力をお願いします。

（1）
千葉県感染拡大防止対策協力金
（第 1弾）
対 令和 2年 12月 23日～令和 3年１月 11日の全期間、営業時間短縮にご協力いた
だいた飲食店（中小企業者など）
▷給付額＝１店舗当たり一律 80万円 ▷申請期限＝2月15日まで
（郵送
の場合は消印有効） ▷申請方法＝千葉県感染拡大防止対策協力金
ホームページ（＝二次元コード）から申請または市役所商工振興課およ
び流山商工会議所で配布の申請書に必要事項を明記の上、千葉県感染拡大防止対策
協力金事務局
（〠 277－0852柏市旭町 1丁目 12番 2号エレル柏ビル 5F）
に郵送
（2）
千葉県感染拡大防止対策協力金
（第 2弾）
①酒類を提供する飲食店
対令和3年1月8日～2月7日の全期間、
営業時間短縮にご協力いただいた飲食店
▷給付額＝１店舗当たり最大 186万円
②酒類を提供しない飲食店
対令和 3年 1月 12日～2月 7日の全期間、
営業時間短縮にご協力いただいた飲食店
▷給付額＝１店舗当たり最大 162万円
※やむを得ず、営業時間短縮要請期間開始日に要請に応じられなかった場合でも支
給対象となる場合があります。詳細はお問い合わせください。申請期限や申請方
法など詳細は、
決定次第、
市ホームページでもお知らせします。
問千葉県感染拡大防止対策協力金コールセンター☎ 0570－003894
（9時～18時）

施設名など
各福祉会館、ほっとプラザ下花輪（※）

問い合わせ先
社会福祉課☎7150－6079

生涯学習センター(流山エルズ)

生涯学習センター(流山エルズ)☎7150－7474

スターツおおたかの森ホール

スターツおおたかの森ホール☎7186－7638

キッコーマン アリーナ、南部柔道場、総合運動公
園庭球場
コミュニティプラザ
一茶双樹記念館、杜のアトリエ黎明
各公民館、おおたかの森センター
敬老バス
（さつき号）
げんき村キャンプ場
※ほっとプラザ下花輪の入浴施設は 19時閉館

キッコーマン アリーナ☎7159－1212
コミュニティプラザ☎7155－5701
一茶双樹記念館☎7150－5750
文化会館☎7158－3462
高齢者支援課☎7150－6080
生涯学習課☎7150－6106

1026289

基礎疾患をお持ちの高齢者の方の 基礎疾患をお持ちの 65歳以上の方を対象に、3月31日までに市内医療機関で受診したPCR検査などの費用を助成します。
1029571
PCR検査費用の助成を開始 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 保健センター☎ 7154－0331
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流山市中小企業資金融資制度の
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市の人口が２０万人を突破 およそ２年で1万人増

利子・信用保証料を全額補給

１月６日、市の人口が２０万人を突破しました。 めでたく20万人目の市民になられた
のは、本市在住４年目となる返町章太郎さん・久華さんご夫婦の三男、慶遥ちゃんです。
申請期限にご注意を
市の人口は、平成 26年３月３１日に１７万人を超えてから、およそ２年８ケ月かけて平成
市のセーフティネット保証 4号認定（新型コロナウイルス感染症を原因とする売上高
２８年１２月３日に１８万人を超えました。その後も右肩上がりに人口が増え、平成３０年
20％以上減少）を受けた市内中小企業者などが、流山市中小企業資金融資制度を利用
１２月１４日の１９万人突破から約２年で２０万人突破となりました。
した場合、5年以内の借り入れに、当該融資に係る利子および信用保証料を全額補給し 【人口２０万人到達日予想クイズ正解者は１１人】
ています。 現在セーフティネット保証 4号認定申込期限は３月１日までとなっています。
人口が20万人となる日を予想するクイズには９１９件の応募があり、
１１人の方が見事
流山市中小企業資金融資制度をご利用の方は、お早めに手続きをお願いします。
「１月６日」を当てました。 正解者１１人と前後の日にちを予想した方の中から抽選で選
▷対象融資＝流山市中小企業資金融資の事業資金（運転資金、2,000万円以内）および
ばれた９人、合計２０人の方には、協賛をいただいた「流山おおたかの森 S・C」でご利用
小口零細企業資金
（運転資金、1,250万円以内） ▷融資期間＝5年以内
になれる映画鑑賞券を発送します。 当選者の発表は景品の発送をもって代えさせてい
1026293
問 商工振興課☎ 7150－6085
ただきます。
1028534
問 市民課☎７１５０－６０７５
よしはる

地域福祉計画策定のための
アンケートにご協力を

道路の一部通行止めにご協力を

回答は2月9日まで

都市計画道路加市野谷線の工事に伴い、道路の一部通行止めを行います。ご理解・
ご協力をお願いします。
日 2月2日㈫～3月15日㈪
（予定）
山
↑流

三輪野山
近隣公園

凡例

名義変更した場合は再度手続きを

う かい

キッコーマン アリーナ
↓流山セントラルパーク駅

青少年指導センター運営協議会委員を募集
青少年の健全育成などに関心のある方はご応募を

国民年金と厚生年金の受給者の方に、日本年金機構から令和 2年分の源泉徴収票が
送付されます。 源泉徴収票には、1年間に支払われた年金の総額や社会保険料の合計
金額、源泉徴収税額、控除内容が記載されており、確定申告の際に源泉徴収票の内容を
記載する必要がありますので、大切に保管してください。
なお、障害年金および遺族年金は所得税の課税対象とならないため、源泉徴収票は送付さ
れません。
源泉徴収票を紛失した場合や未着の場合などは、日本年金機構の
「ねんきんダイヤル」
または松戸年金事務所にご連絡ください。
問ねんきんダイヤル☎ 0570－05－1165／松戸年金事務所☎ 047－345－5517

国民年金保険料には、定められた月数（注）分を一括して前納すると割引になる前
納割引制度があります。 割引額は口座振替がお得で、2年前納制度を利用するとさら
に大きな割引額となります。また、口座振替で月々の保険料を1カ月早めて納付する
「早割」
を利用すると、年間 600円の割引があります
（別表参照）
。
注：現金前納は、2カ月から月数に応じて割引額が変わります。 口座振替前納には、2
年前納、1年前納、6カ月前納、早割があります。クレジット前納には、2年前納、1年前
納、6カ月前納があります。
【2年前納、口座振替前納、クレジット前納の申し込みは 2月 28日まで】
令和 3年度および令和 4年度の保険料を2年前納する場合や、口座振替やクレジッ
トカードで令和 3年度の保険料を1年または 6カ月（4～9月分）前納する場合は、口座
振替を希望する方は取引先の金融機関に、クレジットカード払いや現金による2年前
納を希望する方は年金事務所に、いずれも2月28日（必着）までにお申し込みくださ
い。 詳細は、松戸年金事務所にお問い合わせください。

通行止め箇所
迂回経路

道路の整備について…千葉県流山区画整理事務所☎7150－4508

源泉徴収票が送付されます

割引額は口座振替がお得

天神社

問まちづくり全般について…まちづくり推進課☎ 7150－6090

一般家庭や事業所から出たごみを野外で焼却することは、一部の例外を除き法律で禁
止されています。野焼きは、ダイオキシンなどが発生し、大気汚染の原因になるだけでな
く、飛灰や臭いが周辺にお住まいの方への迷惑にもなります。
ごみは、一般家庭はごみ集積所へ、事業所は許可業者に委託するなどして適切に処分
をしてください。
問環境政策課☎ 7150－6083

国民年金の前納割引制度

スーパー

南部中学校

←流山市役所

大気汚染や周辺住民の迷惑に

公的年金の受給者の皆さんへ

道路
計画 線
都市市野谷
加

ガソリンスタンド

固定資産税・都市計画税をすでに口座振替で納付している方で、昨年中に相続や贈
与などにより土地や家屋の名義を変更した方（共有者を含む）は、改めて口座振替の届
け出が必要となります。
市内の各金融機関、市役所税制課、各出張所の窓口で配布する
「口座振替依頼書」
に
必要事項を明記の上、口座振替を希望する金融機関で直接手続きをしてください。
なお、令和 3年度第 1期から口座振替を希望する方は、2月26日までに手続きをして
ください。 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。
1000531
問 税制課☎ 7150－6072

流山おおたかの森駅↑

おおたかの森小・中学校

I
C

口座振替で固定資産税・
都市計画税を納付している方へ

野焼きは禁止されています

コンビニ

つ
く
ば
エ
ク
ス
プ
レ
ス

地域活動への参加状況や地域福祉に関するアンケートを実施します。 調査結果は、
地域福祉の基本的方針などを定める「第 4期流山市地域福祉計画」
（令和 4年度～8年
度）
を策定するための資料に活用します。アンケート用紙が届いた方はご協力をお願い
します。
対18歳以上の市民3,000人
（無作為抽出）
1024142
問社会福祉課☎7150－6079

都市計画道路加市野谷線の整備のため

青少年指導センターの運営に関する市長や教育委員会からの諮問に応じ、必要な調
査・審議を行い、答申または建議を行います。
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、女性の方の積極的な応募をお待ちしています。
▷応募資格＝20歳以上の市内在住・在勤・在学の方で、市の審議会などの委員を3つ以
上委嘱されていない方 ▷募集人数＝6人 ▷活動予定＝年 1回以上の会議※原則平
日の日中に開催 ▷報酬＝日額 7,200円（交通費含む） ▷任期＝委嘱日から2年間（6
月委嘱予定 ) ▷応募方法＝青少年指導センターで配布の応募用紙
（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、
「私の考え－青少年問題と健全育成－」を
800字程度にまとめ、2月12日
（必着）
までに〠 270－0153流山市中 110青少年指導
センターへ郵送、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※結果は全員に通知
問 青少年指導センター☎ 7159－5400
1028611
shougaigakushu@city.nagareyama.chiba.jp

生産緑地地区の追加指定

2月26日までに申請を

市街化区域内の農地などを保全するため、生産緑地地区の追加指定を行います。指
定を希望する方はお申し込みください。
申市役所都市計画課で配布の申請書に必要事項を明記の上、必要書類を添えて 2月1
日～26日
（平日のみ）
に都市計画課窓口へ持参
問 都市計画課☎ 7150－6087

（参考）保険料額（令和 2年度の場合）
納付方法

保険料額

割引額

毎月
（翌月末）
納付
（1年分）

19万 8,480円

毎月
（当月末）
口座振替
（早割）
（1年分）

19万 7,880円

600円

9万 8,430円

810円

9万 8,110円

1,130円

19万 4,960円

3,520円

19万 4,320円

4,160円

38万 3,210円

1万 4,590円

38万 1,960円

1万5,840円

現金前納
（6カ月分）
クレジット前納
（6カ月分）
口座振替前納
（6カ月分）
現金前納
（1年分）
クレジット前納
（1年分）
口座振替前納
（1年分）
現金前納
（2年分）
クレジット前納
（2年分）
口座振替前納
（2年分）

0円

※令和 3年度の保険料額（毎月納付・1年分）
は、
19万 9,320円。割引額は未定

問 松戸年金事務所☎ 047－345－5517
1000623
保険年金課☎ 7150－6110

指定ごみ袋
ごみの減量と分別促進のための指定ごみ袋導入説明会を開催します。日 ／ 所 1月24日㈰10時～11時30分／東部公民館、1月30日㈯13時～14時30分／お
1029300
導入説明会を開催 おたかの森センター、
1月31日㈰10時～11時30分／南流山センター、
13時30分～15時／北部公民館 問クリーンセンター☎7157－7411
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市・県民税の主な改正内容

令和3年度から適用

【給与所得速算表】

給与・公的年金などの所得控除額および基礎控除額の見直し
多様性のある働き方を推進するため、給与や公的年金などの所得控
除額が一律 10万円引き下げられました。また、所得の種類にかかわら
ず、適用される基礎控除の控除額は一律 10万円引き上げられました。
なお、基礎控除は 33万円から43万円（所得税では 38万円から48万
円）に引き上げられました。ただし、合計所得金額が 2,400万円超の場
合は 3段階で逓減し、2,500万円を超える場合は適用外となります。
また、子育てや介護中の方に配慮するため、給与収入が 850万円を超
える場合で 23歳未満の扶養親族・特別障害者である扶養親族を有する
方、本人が特別障害者である方を対象に所得金額調整控除が設けられ
ました。 公的年金等所得と給与所得の両方がある方も負担増が生じな
いように、所得金額調整控除が適用されます。 詳細は市ホームページを
ご覧ください。
非課税となる所得や扶養認定を受けられる所得の変更
基礎控除が 10万円引き上げられたことに伴い、非課税となる所得や
扶養認定を受けられる所得なども10万円引き上げられました。例えば、
扶養親族などの合計所得金額要件が 38万円から48万円に変更となり
ます。ただし、パートなどで給与収入のみの方は、給与収入に換算すると
103万円になるため変更はありません。
未婚のひとり親控除の創設および寡婦控除の改正
婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子
（総所得金額などが 48万
円以下）
を有する単身者（合計所得金額 500万円以下）は、
「ひとり親控除」
（控除額 30万円）が適用されます。ただし、事実上婚姻関係にあると認め
られる方がいない場合に限ります。そのほかの寡婦は、引き続き寡婦控除
額 26万円が適用されます。また、子以外の扶養親族を有する寡婦は、合
計所得金額 500万円以下であることが寡婦控除対象の要件となります。
1023746
問 市民税課☎ 7150－6073

給与収入等の金額

改正前

0円～55万 999円

給与所得の金額

改正後

0円

0円

給与収入－ 65万円

給与収入－ 55万円

96万 9,000円

106万 9,000円

97万円

107万円

97万 2,000円

107万 2,000円

97万 4,000円

107万 4,000円

※
（A）
× 60%

※
（A）
× 60%＋ 10万円

360万円～659万 9,999円

※
（A）
× 70%－ 18万円

※
（A）
× 70%－ 8万円

※
（A）
× 80%－ 54万円

※
（A）
× 80%－ 44万円

850万円～999万 9,999円

給与収入× 90%－ 120万円

55万 1,000円～161万 8,999円

161万 9,000円～161万 9,999円
162万円～162万 1,999円

162万 2,000円～162万 3,999円
162万 4,000円～162万 7,999円

162万 8,000円～179万 9,999円
180万円～359万 9,999円

660万円～849万 9,999円
1,000万円以上

※ (A)＝給与収入÷ 4,000（１円未満切り捨て）× 4,000

給与収入× 90%－ 110万円
給与収入－ 195万円

給与収入－ 220万円

【公的年金等雑所得速算表】

公的年金等所得の金額
改正後
受給者の
公的年金等の
改正前
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
区分
収入金額 (B)
1,000万円超
区分なし
１,000万円以下
2,000万円超
2,000万円以下
0円～329万 9,999円 （B）
－120万円
（B）
－110万円
（B）
－100万円
（B）
－90万円
330万円～409万9,999円 （B）×0.75－37万5,000円 （B）×0.75－27万5,000円 （B）×0.75－17万5,000円 （B）×0.75－7万5,000円
65歳以上 410万円～769万9,999円 （B）×0.85－78万5,000円 （B）×0.85－68万5,000円 （B）×0.85－58万5,000円 （B）×0.85－48万5,000円
770万円～999万9,999円
（B）×0.95－145万5,000円 （B）×0.95－135万5,000円 （B）×0.95－125万5,000円
（B）×0.95－155万5,000円
1,000万円以上
（B）
－195万5,000円 （B）
－185万5,000円 （B）
－175万5,000円
0円～129万 9,999円 （B）
－70万円
（B）
－60万円
（B）
－50万円
（B）
－40万円
130万円～409万9,999円 （B）×0.75－37万5,000円 （B）×0.75－27万5,000円 （B）×0.75－17万5,000円 （B）
×0.75－7万5,000円
65歳未満 410万円～769万9,999円 （B）×0.85－78万5,000円 （B）×0.85－68万5,000円 （B）×0.85－58万5,000円 （B）×0.85－48万5,000円
770万円～999万9,999円
（B）×0.95－145万5,000円 （B）×0.95－135万5,000円 （B）×0.95－125万5,000円
（B）×0.95－155万5,000円
1,000万円以上
（B）
－195万5,000円 （B）
－185万5,000円 （B）
－175万5,000円

確定申告の準備はお早めに
確定申告は、自分で正しく作成し早めに提出しましょう。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
（e-Tax）
または郵送での提出にご協力をお願いします。
今年度も市の確定申告書作成支援会場は文化会館です。市役所での確定申告書
の提出、作成支援はできませんのでご注意ください。また、今年は感染症対策のた
め、受付人数を制限することに伴い、入場整理券を配布します。整理券で指定され
た時間帯以外の待合室への入場はできません。ご理解・ご協力をお願いします。
確定申告用紙は、税務署、1月 25日以降は市役所市民税課や各出張所、おおたかの
森市民窓口センターでも配布しますが、数に限りがあります。また、作成方法（医療
費控除含む）
は、国税庁ホームページ
「タックスアンサー」をご覧になるか、税務署へ
お問い合わせください。なお、作成済みの確定申告書は松戸税務署（〠 271－ 8533
松戸市小根本 53－ 3）
に郵送で提出できます。
【確定申告に必要な書類】
①所得に関する書類（源泉徴収票、収支内訳書など）②控除を受けるために必要な書
類（保険料控除証明書、医療費支払明細書など）※還付金がある場合は銀行などの口
座番号も③マイナンバーに係る本人の確認書類（マイナンバーカードまたは番号確
認書類および身元確認書類）
④令和元年分の確定申告書の控え⑤印鑑など
市・県民税申告書を1月27日に発送
昨年、市・県民税の申告をした方には、1月 27日に市・県民税申告書を発送します。
申告書が届かない場合は、市役所市民税課や各出張所、おおたかの森市民窓口セン
ターにもありますのでご利用ください。
【税理士による無料申告相談】
対 小規模納税者（所得 300万円以下）の所得税・復興特別所得税・消費税・地方消費税
の申告、
年金受給者・給与所得者の所得税・復興特別所得税の申告
※土地、建物や株などの譲渡所得、初めての住宅借入金等特別控除、相続税、贈与税

インターネット・郵送での提出にご協力を
などについては松戸税務署へご相談ください。ご自身で作成した申告書は、直接松戸
税務署に提出してください。
会場
松戸税務署
（プレハブ会場）
文化会館

期日

受付時間

入場整理券

2月1日㈪～15日㈪※平日のみ

9時 30分～
15時 30分

当日配布

2月10日㈬～18日㈭※平日のみ

【松戸税務署職員による申告相談】
会場

期日

松戸税務署
（プレハブ会場）

2月16日㈫～3月15日㈪
※平日のみ。ただし、2月21日㈰・28日㈰は受け付け

受付時間

入場整理券

8時 30分～16時

当日配布または
LINEアプリで事前配布

【市職員による申告相談】
会場

期日

受付時間

入場整理券

文化会館

2月22日㈪～3月15日㈪※平日のみ

9時30分～15時30分

当日配布（注）

注：入場整理券は8時30分から配布します。受付可能人数
（150人程度）
に達し次第、
整理券の配布を終了します。
また、感染症拡大防止のため、整理券の配布枚数を減らすほか、
会場を閉鎖する可能性があります。

パソコン・スマートフォンからも確定申告が可能に
マイナンバーカードをお持ちでない方も、パソコンやスマートフォンで確定申告が
できます。国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」の画面案内に従って金
額などを入力するだけで、申告書を作成し提出することができます。利用に必要な
ID・パスワードの発行は、お近くの税務署でできます。詳細は、国税
庁ホームページをご覧になるか、お近くの税務署にお問い合わせくだ
さい。
問 確定申告について…松戸税務署☎ 047－ 363－ 1171
確定申告書等
1024148
市・県民税申告について…市民税課☎ 7150－ 6073
作成コーナー

（残り4 区画）

駅徒歩圏、都心へ２０分 水と緑の美しい街

流山市と千葉県の宅地分譲 申 込 受 付 中 ！

流山市
（西平井・鰭ケ崎地区、鰭ケ崎・思井地区）
と千葉県（木地区）
で宅地（保留地・市有地）
を販売しています。
豊かな自然環境を活かし、生活利便施設の充実はもちろん、子育
て環境も充実した、安心で心地良い街で新たな生活をスタートして
みませんか。

至 つくば

2

い

至 三郷

流山

セントラルパーク
JR武蔵野線

鰭ケ崎・
思井地区

流山市と千葉県の宅地分譲 ３つのメリット

建築条件なし

仲介手数料なし

上下水道・ガス敷設済※

お 問い合 わ せ

に し ひ ら

い

ひ れ

が

つくば
エクスプレス

西平井・鰭ケ崎地区

※千葉県の保留地は、
敷設していません。詳細は下記にお問い合わせください。

鰭ケ崎・思井地区

木地区

東京メトロ千代田線

北千住

さ き

まちづくり推進課西平井・鰭ケ崎区画整理室 千葉県流山区画整理事務所 保留地販売担当

☎ 7157－6100

日＝日時

（平日8時 30分〜17時15分）

所＝場所

講＝講師

内＝内容

1002328

対＝対象

にしひれ

定＝定員

4

流山おおたかの森

☎ 7138－6360

（平日9時〜17時）

費＝費用

持＝持ち物

申＝申し込み

木保留地

問＝問い合わせ

秋葉原
大手町

木地区
至 東京

東京

※数字は南流山駅からの
所要時間
（分）
（乗り換え時間含まず）
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2月6日に開催

中学３年生から募集

「税についての作文」
の
受賞結果
毎年、全国納税貯蓄組合連合会では税を正しく理解してもらうため中学 3年生
を対象に税についての作文を募集しています。
今年度の松戸税務署管内の応募総数は、2,990作品（うち市内 9中学校からは
916作品）
でした。 入賞者は次のとおりです。
【入賞者（敬称略）】
・松戸税務署管内納税貯蓄組合連合会優秀賞
うれ
「備えあれば患 いなし」北川愛梨（北部中）
「私の健康は税金のおかげ」水越幸音（南流山中）
・佳作
「納税は国民への恩返し」木村遥登（南部中）
「税金とともに生きる」鏑木蒼生（常盤松中）
「税と私たちとの関わり」野口ほのか
（常盤松中）
「未来への希望」岡本和奏（北部中）
「税と地球温暖化」髙橋舞桜（東深井中）
「生活と密接に関わる税金」瓜生晴（八木中）
「日本を守る税金」柳澤日乃（八木中）
「恩返し」小倉遥香（南流山中）
「税金と私たちの生活」大田結子（おおたかの森中）
・酒類業懇話会会長賞
「納税への意識改革」石川真百（南部中）
問 税制課☎ 7150－6072
1029231

おおぐろの森小学校の
保護者説明会
令和 3年 4月に開校するおおぐろの森小学校の保護者説明会を開催します。 詳
細は、市ホームページまたはおおぐろの森小学校ホームページをご覧ください。
日 2月 6日㈯ ① 9時～10時 ② 10時 30分～11時 30分 ③ 13時 30分～14時 30分
④ 15時～16時
所 おおたかの森小学校
内通学について、教育内容について ほか※①と③、②と④は同様の内容です。
対 おおぐろの森小学校に入学・転入学する①③新 2～6年生②④新 1年生の保護者
※各家庭１人
持上履き、下足袋、防寒具、マスク
1025119
問 学校施設課☎ 7157－2755

児童相談所全国共通ダイヤル
いちはや く

「189」

児童虐待をなくし子どもたちの笑顔を守るため
児童相談所全国共通ダイヤル 189では、すぐお近くの児童相談所に通告・相談が
できます。 匿名でも受け付けていますので、虐待かもと思ったらすぐにご連絡くだ
さい。 内容に関する秘密は守られます。
また、市の家庭児童相談室では、虐待に関する通告・相談のほか、子育ての不安
や家庭・地域の子どもの相談も受け付けます。電話や面接での相談のほか、相談員
がご自宅に訪問してお話を伺うこともできます。 一人で悩まずに、まずご相談くだ
さい。
問 家庭児童相談室☎ 7158－4144
（9時～17時）
子ども家庭課☎ 7150－6082

ラ

ボ

おおたかの森そうぞうLAB
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」

研修会
「こどものみかた」
を開催
（流山市青少年育成会議主催）

虐待が子どもの心身の発達に及ぼす影響を学び、
大人の関わり方を考えます。
日 2月 7日㈰ 10時～11時 30分（9時 30分から受け
付け）
所 生涯学習センター
（流山エルズ）
対 小・中学生の保護者
定 60人
（先着順）
費 無料
申 市役所生涯学習課に電話
問 生涯学習課☎ 7150－ 6106
1027760

4

絵本作家の小林由季さんを講師に迎え、アートス
クールを開催します。今回は、自分たちで作ったス
タンプを押して、かわいい布を作ります。また、完成
した布を使って小物や洋服を作ります。
日 2月 20日 ㈯ ① 10時 ～11時 30分 ② 13時 ～14時
30分
所 おおたかの森センター
対 ① 4～6歳のお子さんとその保護者②小学生とそ
の保護者
定各 20組
（先着順）
費各 1,500円
持 汚れてもよい服装 申 電話
問 おおたかの森センター☎ 7159－ 7031

こどもアートワーク☆スペシャル

ボンボンショコラマグネットをつくろう
本物そっくりのチョコレートを粘土で作ります。
日 2月 27日㈯ 13時～14時 30分、
15時～16時 30分
所 おおたかの森センター
講クレイアーティスト・秋山ちなみさん
対 小学生以上※保護者同伴不可
定各 10人
（先着順）
費各 1,000円
（材料代）
持 マチ付きの紙袋、汚れてもよい服装、ウエット
ティッシュ
申 1月 22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

森の図書館子ども創作教室

親子で作ろう! ブックスタンドとしおり

家族の絆・防災

アウトドア感覚で防災を学ぼう
アウトドア感覚で防災対策を楽しみながら、災害
時の準備を家族で始めてみませんか。
日 3月 6日㈯ 13時～16時
所 おおたかの森センター
講応急手当普及員・岩佐善之さん
対 小学生以上の親子
定 5組（先着順）※ 1組は 4人まで。5人以上の場合は
ご相談ください
費中学生以上 1,000円、
小学生 500円
持 汚れてもよい服装、
軍手、
飲み物
申電話
問 おおたかの森センター☎ 7159－ 7031

牛乳パックでブックスタンドを作ります。ブック
スタンドは、スマートフォンスタンドにもなります。
日 2月 21日㈰ 10時 30分～11時 30分
所 森の図書館
対 小学 1～3年生の親子
定 15組
（先着順）
費 300円
（材料代）
申 1月22日10時30分から電話

問 おおたかの森こども図書館☎ 7159－ 7041
1029332

子育てママのリフレッシュ・ヨガ
赤ちゃん連れ大歓迎

日 2月 10日㈬ 10時～12時
所 南流山福祉会館

講ヨガインストラクター・宮澤奈美さん

対 市内在住・在勤・在学で子育て中のママ

定 15組
（先着順）
費 500円

持 バスタオル

問 森の図書館☎ 7152－ 3200

申電話または直接窓口へ
1029334

問 南流山福祉会館☎ 7150－ 4320

1028880

第1594号 令和3年1月21日㈭

5

健康を支える栄養学
基礎学習講座(前期)

インターネット通販に注意
困ったときはご相談を

一家に一人
「正しい食生活」
で健康管理をできる人を育てよう
「健康を支える栄養学」の基礎を学びます。
講座では、食生活分析診断（ミラー）を受けて
いただきます。 流山市国民健康保険および後
期日

期高齢者医療制度加入者は無料ですが、その
ほかの方は有料
（7,000円程度）
です。

時間

テーマ
「環境と生命体」
のビデオ／身体の入れ替わり／
睡眠について／食生活分析の記入について

2月10日㈬

2月17日㈬

13時～16時

栄養素の生理的役割／食生活分析の仕上げに向けて
食品の栄養学的個性について／
正しい油脂のとり方 持デジタルはかり

2月24日㈬

3月3日㈬

調理実習 費 800円
持エプロン、
三角巾、
布巾、
デジタルはかり

10時～13時

3月10日㈬

3月17日㈬

検査データの見方／グラムのわかる能力とは

持 計算機

正しい食生活実践に向けて／献立のたて方①

13時～16時

3月24日㈬

食生活分析診断の結果説明／献立のたて方②

所 初石公民館

申住所、氏名、年齢、電話番号、国保加入の有

無を明記の上、市役所保険年金課へファクスま
たはNPO法人健康を育てる会・流山（佐藤☎

080－5643－2779）
に電話
問 保険年金課☎ 7150－6077
FAX 7150－3309
1018092

認知症とともに暮らすまちづくりの会

どうこん

気軽に参加できる座談会

地域の方々と認知症について気軽に意見交
換を行う座談会です。
日 2月21日㈰ 10時～12時 所 思井福祉会館
対 市内在住・在勤の方

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
問 同相談室☎ 7148－5665
1000832

新型コロナウイルス感染症の影響もあり、インターネットなどを利用し
て商品を購入する人が増えています。 通信販売を安全に利用するには、
購入前の注意が必要です。 事例と対処法を知り、トラブルを予防しましょ
う。 困ったときは一人で悩まず消費生活センターにご相談ください。
事例①商品購入後に業者と連絡が取れない !
業者のホームページを見ると、有名ブランドのバッグが安かったので申
し込んだ。 届いた商品を見ると、ブランドのマークが違っていて縫製も雑
な偽物だった。 商品が到着する前に、代金は銀行振り込みで支払ってし
まった。 業者の住所や電話番号はホームページに記載がなく、メールで返
金を求めたが返信がない。
＜対処法＞
ホームページ上に運営事業者の名称や、代表者・業務責任者の氏名、電
話番号、メールアドレスが掲載されているか確認しましょう。また、商品を
確認する前に、現金や銀行振り込みで支払ってしまうと、問題があった場
合にお金を取り戻すことが難しくなるので、支払い方法にも注意しましょ
う。
事例②クーリングオフ制度が使えない !
インターネットの広告を見てセーターを申し込んだ。 届いた商品を見る
と、思っていた色と違っていた。 着用していなかったので、クーリングオフ
を業者に申し出たが、
「クーリングオフはできない。また自己都合での返
品はできない」
と言われた。
＜対処法＞
通信販売にクーリングオフ制度は適用されません。 購入前に返品に関す
る特約を確認しましょう。 返品に関する特約が定められていない場合は、
商品を受け取った日を含めて 8日以内であれば消費者が送料を負担して返
品することができます。
事例③お試しのつもりが定期購入になっていた !
インターネットで「ダイエット効果がある」
「 初回お試し 500円」とあった
ので健康食品を注文した。 1回限りだと思っていたら、2回目の商品が届
いた。 同 梱されていた書類によると定期購入となっていた。
＜対処法＞
回数や総額については小さな文字でホームページの後半に記載されて
いる場合があります。 注文を確定する前に、回数や総額などを確認しま
しょう。
問 消費生活センター☎ 7158－0999

市営自転車駐車場の利用申し込み
令和 3年度市営自転車駐車場（流山駅、平和台駅、鰭ヶ崎駅、運河駅、江戸川台
駅、初石駅）
の定期利用受け付けを以下のとおり行います。詳細は、各現地受付所
で配布するチラシまたは市ホームページをご覧ください。
●受付時間
平日：6時 30分～19時 30分／土曜：6時 30分～11時※日曜、祝日は休み
●受付方法・申請手続き
自転車駐車場により、受付方法が異なります。
①抽選の自転車駐車場
（別表 1・2）
新型コロナウイルス感染症対策のため、受付方法が例年と異なります。2月12日
（必着）
までに、インターネットまたは往復はがきでお申し込みください。当選者の方
は、期間内に各現地受付所で申請の上、定期利用料金をお支払いください。※応
募は1人 1カ所のみ
【申し込み方法】
◆インターネット
（市営自転車駐車場定期利用抽選申込フォーム
（＝二次元コード）
）
から申し込み
二次元コードを読み取り、必要事項を入力の上、お申し込みくださ
い。抽選の上、当選者にはメールでお知らせします。
◆往復はがきでの申し込み
往復はがきに氏名
（フリガナ）
、郵便番号、住所、電話番号、希望施設名、利用区分
を、返信用に申込者の宛名を明記の上、〠 270－0114流山市東初石 3丁目 103―
18「（公社）流山市シルバー人材センター 自転車駐車場 抽選係」へ郵送。抽選の上、
結果をお送りします。
別表１：抽選受け付けの自転車駐車場
（自転車のみ）
定期利用料金
（年額）
一般
高校生以下

対象となる自転車駐車場
運河駅東口第 1（自転車）

5,020円

2,510円

江戸川台駅東口階層式1階

7,540円

3,770円

江戸川台駅東口階層式2階

6,280円

3,140円

②一般受け付けの自転車駐車場
（抽選以外）
（別表 3）
各現地受付所で配布の申請書（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、期間内に申請し定期利用料金をお支払いください。※高校生以下の方は、手続き
の際に学生証などが必要です。利用料金の免除事由に該当する方は、生活保護受給証明
書や各種障害者手帳の原本の提示とその写しを提出してください。
別表 3：一般受け付けの自転車駐車場
対象となる自転車駐車場

受付期間

当選者への連絡

インターネット

2月12日㈮ 19時 30分まで

2月17日㈬～23日㈷

運河駅東口第 2

往復はがき（郵送）

2月12日㈮
（必着）

2月23日㈷までに
結果を郵送

日＝日時

所＝場所

講＝講師

内＝内容

対＝対象

定＝定員

運河堤防

5,020円

初石駅東側第 1

2,510円

初石駅東側第 2

10,050円

初石駅西側

5,650円

2,820円

江戸川台駅西口階層式 1階

7,540円

3,770円

江戸川台駅西口階層式 2階

6,280円

3,140円

江戸川台駅西口第 1・第 2

5,020円

2,510円

江戸川台駅東口階層式 1・2階

受付開始日

運河駅現地受付所

3月 15日㈪

10,050円

抽選対象
（別表 1・2参照） 駐車不可
5,020円

2,510円

10,050円
6,280円

流山駅西側第 2

駐車不可
3,140円

平和台駅第 1・第 2

初石駅現地受付所
3月 8日㈪

駐車不可

流山駅西側第 1

流山駅東側

受付場所

駐車不可

初石駅東側第 3

申請期間

費＝費用

10,050円

運河駅西口

江戸川台駅東口第 1・第 2

2月24日㈬～
3月13日㈯

定期利用料金
（年額）
自転車
原付
一般
高校生以下 （50cc以下）
抽選対象
（別表 1・2参照）

運河駅東口第 1

別表 2：申し込み日程
申し込み方法

受付方法が例年と異なります

1,570円

江戸川台駅西口
現地受付所

江戸川台駅東口
現地受付所

流山駅現地受付所

―
3月 15日㈪

3月 8日㈪

6,280円

鰭ヶ崎駅※
※鰭ヶ崎駅は 3月 12日㈮・13日㈯のみ臨時開設

問 流山市シルバー人材センター☎ 7155－3669
（平日8時 30分～17時15分）

持＝持ち物

申＝申し込み

問＝問い合わせ

1023651

第1594号 令和3年1月21日㈭

新型コロナウイルス感染症により
中止または延期となるイベントなど
開催日
1 月 21日

開催場所

イベント名

問い合わせ先

東部公民館

たんぽぽのひろば
流山市防災会議
※書面開催のため傍聴できません
短期間で学べるパソコン講座
ワード応用
はじめてのオカリナ
なつかしき歌声サロン

東部公民館☎ 7144 － 2988

市役所

1 月 21日・22 日

生涯学習センター
（流山エルズ）
東部公民館

1 月 22 日

1 月 23 日

1 月 24 日
1 月 25 日

1 月 26 日

シニア活き活き健康体操

南流山センター☎ 7159 － 4511

紙飛行機競技会

木の図書館☎ 7154 － 8000

ラ ボ

おおたかの森
センター

おおたかそうぞう LAB アート編
アートジャーニー

おおたかの森センター
☎ 7159 －7031

北部公民館
森の図書館
生涯学習センター
（流山エルズ）
文化会館
初石公民館

こども理科実験室
英語でお話し会
短期間で学べるパソコン講座
VLOOKUPとピボットを学ぶ
ひだまりサロン
ママの為のリフレッシュサロン
赤ちゃんと一緒に
おしゃべり美ヨガ
短期間で学べるパソコン講座
Zoom 参加
みんなでレッツ★チアダンス
わくわく親子体操
いきいきスクエアステップ
みんなでリフレッシュ
スマホカメラ講座（全 6 回）
水彩画教室（全 6 回）

北部公民館☎ 7153 － 0567
森の図書館☎ 7152 － 3200
生涯学習センター（流山エルズ）
☎ 7150 －7474
文化会館☎ 7158 － 3462
初石公民館☎ 7154 － 9101

おおたかの森
センター

1 月 27 日

東部公民館☎ 7144 － 2988

木の図書館

生涯学習センター
（流山エルズ）

東部公民館
北部公民館

1 月 27 日、
2 月 20 日、
社のアトリエ黎明
3 月 10 日・17 日・24 日

開催日

開催場所

イベント名

問い合わせ先

1 月 28 日

北部公民館
生涯学習センター
（流山エルズ）

北部公民館☎ 7153 － 0567
生涯学習センター（流山エルズ）
☎ 7150 －7474

1 月 29 日

クリーンセンター

スクエアステップ
短期間で学べるパソコン講座
Zoom 応用
リサイクル講座 う し
干支の置物シリーズ～丑～

1 月 30 日、
2 月 13 日・27 日

中央図書館

博物館古文書講座（後期）

博物館☎ 7159 － 3434

生涯学習センター（流山エルズ）
☎ 7150 －7474

南流山センター

南流山センター

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、次のとおり市などが主催するイベントなど
を一部中止または延期します。これまでに中止または延期が決まっているイベントなどの
情報は市ホームページからご覧になれます。
1024371
問秘書広報課☎ 7150－6063

防災危機管理課☎ 7150 － 6312

い

6

2 月 1日
2 月 1日・15 日
2 月2日
2 月4日
2 月４日・25 日
2 月5日

東深井福祉会館
２月千寿の会
北部公民館
やさしいヨガ
文化会館
防災講演会「地震から命を守る」
クリーンセンター
リサイクル講座 猫のお手玉づくり
北部公民館
スクエアステップ
初石公民館 「健康を支える栄養学」に基づく調理実習

2 月 7 日、3 月 7 日、
4 月 4 日、5 月 9 日、 南流山センター
6月6日
2 月9日
2 月 10 日・24 日
2 月 12 日・26 日
2 月 14 日
2 月 15 日・17 日
2 月 19 日
2 月 24 日
2 月 28 日
3 月 1日・15 日
3 月 11日・25 日
3 月 12 日・26 日

南流山センター☎ 7159 － 4511
生涯学習センター（流山エルズ）
☎ 7150 －7474
おおたかの森センター
☎ 7159 －7031
東部公民館☎ 7144 － 2988
北部公民館☎ 7153 － 0567
一茶双樹記念館☎ 7150 － 5750

あなたに必要な情報をお届け!

クリーンセンター☎ 7157 －7411

東深井福祉会館☎ 7155 － 3638
北部公民館☎ 7153 － 0567
防災危機管理課☎ 7150 － 6312
クリーンセンター☎ 7157 －7411
北部公民館☎ 7153 － 0567
保険年金課☎ 7150 － 6077

男の料理教室

南流山センター☎ 7159 － 4511

北部公民館

保険年金課☎ 7150 － 6077

東部公民館

「健康を支える栄養学」に基づく調理実習
いきいきスクエアステップ
はじめてのオカリナ
一茶双樹記念館
お抹茶を楽しむ会
東部公民館
やさしい和菓子
南流山センター
「健康を支える栄養学」に基づく調理実習
初石公民館
親子クッキング教室
やさしいヨガ
北部公民館
スクエアステップ
東部公民館
はじめてのオカリナ

東部公民館☎ 7144 － 2988
一茶双樹記念館☎ 7150 － 5750
東部公民館☎ 7144 － 2988
保険年金課☎ 7150 － 6077
初石公民館☎ 7154 － 9101
北部公民館☎ 7153 － 0567
東部公民館☎ 7144 － 2988

ID検索を活用しよう！

広報紙の内容をデジタルでチェック

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
0000000 ）
ID
（
を入力する
と関連ページがご覧になれます。

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

①ID検索のタブを選択

1007526

②7桁のIDを入力して検索

アプリ
「マチイロ」で
スマートフォンなどへお届け
スマートフォン

タブレット端末

PDF版「広報ながれやま」
パソコン

利用にはアプリケーションのダウン

スマートフォン

タブレット端末

メルマガ版「広報ながれやま」
スマートフォン

携帯電話

パソコン

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

「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

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。

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）
。

1008130

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

以降のバックナンバーから最新号まで

情報、市政情報、広報ながれやまの記事項

がご覧になれます。

目を携帯電話にお届けします。利用には登

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。

選 （流山市美田

市民文 芸

加藤英夫

一月作品

２４８）

松谷 正恵

山崎
純子

こうのす台

永田 くみ子

東初石

加

角田 勇

山崎
みどり

江戸川台東

原稿は直接選者へお送りください。※必ず住所・氏名
（フリガナ）
を明記してください

た

年長けていよよ母似の初鏡
着ぶくれて施設の廊下せまくなり

69
－
長崎

）

そ かたむ

５０５

と

狼 司

本郷 悦子

永田 くみ子

－
90

1008138

※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

病む人に言葉を探す夕時雨
訪う人の稀なる古刹冬桜
遠雷や下校の子らの急ぎ足

選 （流山市松ケ丘４
－

録（下記参照）が必要です。

【評】
一句目 鏡の中に居る母似の顔、よく見れば自分の貌、自分の年を確認するちょっ
とほろ苦い一句。 歳時記に 母(の年幾つか過ぎし初鏡 よりえ が)ある。 二句目 普段
は気にしない廊下の広さ、それを狭いと感じた作者の目。原因は着ぶくれ、日常の暮
らしの中のちょっとした変化を捉えた一句。三句目 心寂しい冬の夕暮れ、近づいてく
る別れの時間、遣らずの雨か、雨音が重なる。口先だけでない言葉を探している作者
の心。四句目 各地に初雪の声を聴く頃に満開となるへそ曲がりが冬桜。古く由緒あ
る寺ではあるが満開の冬桜を見に来る人は少ない。独り占めにした作者。五句目 遠
雷は夏の季語だが冬の雷でも同じ事、雷が近づいて来る怖さは大人も子供も同じ。自
ずと足早となるのは自然への驚異と畏怖の心。

武田静江

なつ

こうのす台

こ

ね

秋元 三郎

よみ人のくせ字懐かし賀状来る笑顔こぼれつ屠蘇傾けて

か

り ょ

江戸川台西

加

美原

いつになる感染解除待つうちに予備の子の靴小さくなりぬ

あ

も

成人式挙げないままに至りたる戦中戦後を生きて来し人等

な

長谷川 澄子

栗落ちて拾ひしあれば懐かしき祖父の云ひてし鉄漿の色かな

み

古間木

）

あたた

オレンジに昇る朝焼け輝きて水面を進む舟は白す漁

昭男

選 （埼玉県吉川市平沼 226 ︱

葛岡

小林稔

平和台

1

【評】狼氏 一字一句に個性の光る手書きの年賀状。喜こびや温かみも感じられて、爽や
かなひとときを
「屠蘇傾けて」自然体の自己把握、ユーモラスな動的表現が良い。 本郷
氏 コロナウイルス感染防止のため、
不要不急の外出控え目に、
ステイホームの日常が続
いている。巣ごもりの子供の成長は早いのだろう。買い置きの靴のサイズの合わなくなっ
たとの微苦笑劇。 永田氏 客観的な「戦中戦後の人等」と詠むのではなく、作者自身
の立ち位置と、経験を具体的に詠むことで作品に切れ味が出る。因みに戦前は男性のみ
徴兵検査があり、軍務に編入された。昭和二十四年一月十五日を成人の日として施行
されて来ている。

学校

昔卒業した小学校を訪れた
一本の楠の大木は
かすかな風のなか ひっそりとたたずみ
砂場に影を落としている
砂山はなかば壊され
転がっているスコップから
夏休みの校庭が広がる

この沈黙のなかよみがえる想い
はっきりと聞こえてくる声
元気で朗らかなクラスのよっちゃんが
ある日風邪をひいて
崩れるように寝込んでしまった
容体が急変し近所の人たちが取り囲んだ
よっちゃんは眼を見開き
「行ってきます」と言って 死んだ
側にいた少年の一人が叫んだ
「よっちゃんは学校へ行ったんだ」

おお 六十年過ぎた今も聞こえる
湖面に沸き立つさざ波のように
私の魂を揺さぶる
少年の声

【評】昔通った小学校はなんと小さく見えることだろう。それ
でも思い出の視線で眺めた校庭はひろびろと向こうの端まで
限りなくつづいている。筆者はクラス仲間が死んだときの出
来事を声から想い起こしている。亡くなった人は思い出のな
かで歳をとらないから、幼年の自分と永遠につながっているよ
うに思える。時間に運ばれ老いてしまった「私」は、誰かの記憶
に刻まれるが、いつかそれさえ消滅する。老年とは幼年から遠
ざかりつつ還っていく郷愁の場所であり、終わりが始まりと結
ばれる時間の円環に私たちはいるのかもしれない。

1007526

※ P D F フ ァ イ ル を ご 覧 い た だ く に は 、「 A d o b e ®
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。

※「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。

登録方法
（スマートフォン・携帯電話の場合）

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
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なが れや まノート

飯田信義切り絵展

★は市または指定管理者などの主催のもの

市民との共同作品「巨大切り絵花火」
も

▷勤務日時＝平日9時～17時

講座

▷時間給＝1,410円
（交通費別途）

あんどん

問 介護支援課☎7150－ 6531

1
0
9★コミプラパソコン教室

1028593

日 2月16日㈫・17日㈬9時30分～12時

その他

30分

所 コミュニティプラザ

★森の図書館劇場 スクリーンで
見よう ムーミン パパの青春の巻

内 ①入門②ワード③エクセル④写真⑤

メール・インターネット⑥その他よろず

受け付け※①～⑥のうち1つ選択。個人

日 2月20日㈯13時30分～15時

費 2,500円

定 30人（先着順）※小学生以下は保護者

（先着順）
指導 定 5人

所 森の図書館

申 電話

同伴

問 コミュニティプラザ☎7155－5701

「切り絵行灯によるまちづくり」で、令和元年度まちづくり功労者国土交通大臣表彰、
流山市表彰を受彰された市内在住の切り絵作家・飯田信義さんの展覧会です。 市民
15人との共同作品
「巨大切り絵花火」
も展示します。
日 2月1日㈪～7日㈰ 9時～17時（1日は 13時
から、7日は 16時まで）
所流山おおたかの森駅前観光情報センター
定 5人
（入替制）
※鑑賞時間を設定する場合あり
費 無料
持マスク
問流山おおたかの森駅前観光情報センター
☎ 7186－7625
浅間神社祭り
（パリ日本選抜作家展出品）

費 無料

申 1月22日10時から電話

会議 どなたでもお聴きになれます

小展示「昔の道具」

問 森の図書館☎7152－3200
1029333

★子ども・子育て会議

動物愛護センター東葛飾支所の講座

日 1月28日㈭10時から
所 市役所

①犬のしつけ方教室
（基礎講座）

ついて

②犬のしつけ方教室
（実技講座）

内 認可保育所の利用定員の設定などに

日 2月9日㈫13時30分～15時30分

問 子ども家庭課☎7150－6082

日 2月24日㈬9時30分～11時30分、2

月27日㈯13時30分～15時30分

1009709

【共通事項】

今回は書面開催で実施します。資料の

流山商工会議所の無料経営相談

所 同センター東葛飾支所
（柏市）
費 ①無料②3,300円

閲覧方法など詳細はお問い合わせくださ
い。

申 電話

計予算について ほか

☎7191－0050

内 令和3年度流山市国民健康保険特別会

新型コロナウイルス特別相談窓口を開設中

問 同センター東葛飾支所

問 保険年金課☎7150－6077

求人

サロンコンサートの
1月開催を中止

★会計年度任用職員（介護認定調査員）

サロンコンサートの 1月開催は、新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止のため中止と
なります。
問 生涯学習課☎ 7150－6106

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

流山商工会議所では、公的融資を中心とした資金調達への支援や、創業・経営革新・
事業承継や販路拡大などの経営計画策定支援、税務・記帳支援など、経営に関するさま
ざまな相談や施策の紹介などを行っています。
また、新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けている経営者の皆さんを
対象とした、各種支援制度の案内や資金繰り対策を中心とした経営相談にも応じてい
ます。詳細はお問い合わせください。
問流山商工会議所☎ 7158－6111

第31回市民音楽祭の
開催を中止

1001708

になるか、
お問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、1月 24日に開催を予定していた第 31
回市民音楽祭の開催を中止します。
問 生涯学習課☎ 7150－ 6106

生涯学習センター
（流山エルズ）
の講座
講座名

残された昔の道具を手掛かりに、電気やガスや水道が当た
り前ではなかった
「ちょっと昔」
の生活を振り返ります。
日 1月 23日㈯～3月 14日㈰ 9時 30分～17時
所 博物館
問 博物館☎ 7159－3434
1028453

対基礎講座を受講した方※犬同伴

★国民健康保険運営協議会

～100年前にタイム・トリップ～

期 日

時 間

①エクセル基礎：2月8日㈪～10日㈬
短期間で学べる
②エクセル応用：2月15日㈪・16日㈫
パソコン講座
③ワード応用：2月24日㈬・25日㈭

費 用

1001704

①3,060円
（全3回・教材代別途）
②③2,040円
（各全2回・教材代別途）
※要申し込み

10時～12時

文化財防火デーに伴う消防訓練を中止
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、1月 24日に赤城神社
（流山 6）
で開催を
予定していた文化財防火デーに伴う消防訓練を中止します。
問 消防本部予防課☎ 7158－ 0270

イベント参加の際は事前に確認を
申 問 生涯学習センター
（流山エルズ）
☎ 7150－7474

項目
硫黄酸化物
（ppm）
大気質・排出ガス

環 境 測 定 結 果

クリーンセンター大気質

（令和2年11月）

法・条例に
よる規制値

保証
数値

測定
数値

—

10以下

1未満

窒素酸化物
（ppm）

250以下 30以下

11

塩化水素
（ppm）

430以下 10以下

2未満

ばいじん
（㎎ /㎥ N）

80以下

5以下

1未満

水銀
（㎎ /㎥ N）

0.05以下

0.03
以下

0.003未満

ダイオキシン類
（ng−TEQ/㎥ N）

1以下

0.01
以下

0

問 クリーンセンター☎7157－7411

常磐自動車道
項目

若葉台 西初石 東初石

①騒音

時間

②NO2

日

③SPM

有・無

④日平均
交通量

（令和2年11月）

3

25

5

青田
29

所＝場所

講＝講師

内＝内容

1024371

0（0） 0（0） 0（0） 0（0）
無

無

無

無

上り

下り

合計

44,046

45,441

89,487

①昼60デシベル・朝夕55デシベル・夜50デシ
ベルの協定値を超えた時間
②連続した3カ月間に日平均値が0.04ppmを
超えた日数（0.06ppmを超えた日数）
③日平均値が0.10㎎／㎥を超えた日が2日以
上連続したことの有無
問 環境政策課☎7150−6083

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

1026296

日＝日時

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

対＝対象

定＝定員

費＝費用

持＝持ち物

申＝申し込み

問＝問い合わせ

イベント
■第 11回流山市美術家協会 会員大作展（市
教委後援）=2月1日㈪～7日㈰ 9時～20時 (1
日は 13時から、7日は 15時まで )、生涯学習セ
ンター(流山エルズ)。無料問俊☎090－8035
－1564

令和3年
No.1594

毎月1日・11日・21日発行

1 21

●〒270－0192 千葉県流山市平和台1－1－1 ☎04-7158－1111（代表）
●流山市のホームページアドレス http://www.city.nagareyama.chiba.jp/

流山市安心メール
※通信費利用者負担

▶ 流 山 市 安 心 メール

市の人口と予算〈8月1日現在〉
（ ）内は前月比／前年同月比
【人口・世帯】
合計 ＝ 158,329 人 （＋113 ／＋ 2,619 ）
男 ＝ 78,672 人 （＋ 66 ／＋ 1,311 ）
女 ＝ 79,657 人 （＋ 47 ／＋ 1,308 ）
世帯 ＝ 62,081 世帯（＋ 89 ／＋ 1,881 ）
【予算】
一 般 会 計 ＝ 389億3,562万6千円
特別・企業会計 ＝ 352億5,136万8千円

●発行／流 山 市
●編集／秘書広報課

流山本町ひなめぐり2021
123456789
あ

ん

ど

ん

切り絵行灯とともに
ひな

流山福祉会館をメイン会場に、流山本町の約 50の店舗や施設の雛飾りと、メイン
キャラクターのうさぎ雛
（＝写真）
が流山本町に春を呼び込みます。
特別参加会場の流山小学校では、6年生が制作した 150基超の切り絵行灯を展示。
ナガレヤマイイカモ柄のうさぎ雛も初登場し、歴史ある流山本町の春を楽しく美し
く盛り上げます。
また、期間中は雛にちなんださまざまなイベ
ントを開催します。詳細は流山福祉会館などで
配布のパンフレットをご覧ください。
日 2月13日㈯～3月7日㈰※休館日や定休日は会場
により異なります。詳細はお問い合わせください。
所 流山福祉会館、流山商工会議所、各参加店舗、
一茶双樹記念館、
杜のアトリエ黎明、
流山小学校
【期間中のイベント】
イベント

日時

遊楽座
お か
～楽しく可笑しい発表会～

2月14日㈰
14時～15時 30分

講演会／清水屋さんに聞く
～流山のお菓子話～

2月20日㈯
14時～15時

展示
流小切り絵行灯の集い

2月21日㈰・27日㈯
10時～14時

流山小学校

不要

ナガレヤマイイカモ柄で
～うさぎ雛を作ろう～

2月23日㈷
10時～11時 30分

流山福祉会館
30人

万華鏡ギャラリー
見世蔵
☎ 7190－ 5100

500円
（材料代）

はるうららコンサート
～素敵なあなたのために～

3月7日㈰
14時～15時

流山福祉会館
50人

流山商工会議所
☎ 7158－ 6111

無料

す てき

会場・定員

流山福祉会館
各 50人

申込先

費用

一茶双樹記念館の心和む和の空間に、段飾りの雛人形をはじめ、本格的なつるし雛
や、流山本町に伝わる雛人形、工芸作家による創作雛など、さまざまなお雛様を展示
します。
また、会期初日には、市立博物館友の会会員の石垣幸子さんが、呉服屋の歴史を通
して華やぎの流山本町を語ります。
日 2月 13日㈯～3月 7日㈰ 9時～17時
流山の呉服屋のお話～女性たちの憧れ・流山本町～
日 2月 13日㈯ 13時 30分～15時
定 18人
（先着順） 申電話
【共通事項】
所一茶双樹記念館
費大人 110円、
小・中学生 55円
（入館料）
問 一茶双樹記念館☎ 7150－5750（月曜休館、祝日の
場合は翌日）

社会福祉協議会
☎ 7159－ 4735
流山商工会議所
☎ 7158－ 6111

杜のアトリエ黎明のひなまつり

無料

段飾りの雛人形をメインに、
「つるし飾りち
くちくの会」の皆さんによる、伝統的なつるし
飾りや花飾り、かわいい鳥や小動物の飾りなど
を華やかに展示します。
日 2月 13日㈯～3月 7日㈰ 9時～17時
所 杜のアトリエ黎明
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）

問流山本町ひなめぐり 2021実行委員会
（流山商工会議所内）☎ 7158－6111

こ く ほ う じょう

五穀豊穣を願う
古くから行われる神事

全国高校駅伝・箱根駅伝で
流山出身者が活躍

ながれや ま

密避け実施
「ヂンガラ餅行事」
ご

一茶双樹記念館のひなまつり

すたいる

1月 8日、三輪茂侶神社で「ヂンガラ餅行事」が
行われました。市指定無形民俗文化財となって
いるこの伝統行事は、男衆が奪い合う餅の割れ
具合により、その年の農作物の作柄を占うもの
です。例年、この奇祭を一目見ようと境内には
多くの見物客が訪れますが、今年は密を避ける
ため一般公開はせずに、男衆による餅取りも形
を変えて実施されました。
「ヂンガラ餅行事」
は縁起がいい末広がりの
「八づくし」
で、8升の御神酒、上3升・下5升
で計8升の鏡餅、野菜や果物、海産物など8種類の供物が神前に供えられます。近年は、1
月の第2日曜日に開催していましたが、
今年は本来の開催日である8日に行われました。
普段は上半身裸の男衆が 20人ほどで餅を奪い合う熱気にあふれる餅取りですが、
今回は拝殿内で法被を羽織ったまま 5人程度で行う形に変更。直径 40センチほど
の餅を拝殿の柱に打ち付けると、
みごと真っ二つに割れました。
ね ぎ
割れた餅を手にした諏訪神社の禰 宜 の古谷
さんが「今年も豊作でございます」と宣言する
と、氏子の皆さんから拍手が沸き起こりまし
た。氏子の鈴木伝三さんは「伝統行事が無事に
執り行われてよかったです。地域の人たちが
1年無事に生活し、来年はいつもの通り行うこと
ができれば」
と話していました。
1029538

古紙100％再生紙、植物油インキ使用

青山学院大の中村さん、
八千代松陰高の工藤さん、
成田高の山﨑さんが市役所を訪問
昨年12月28日、全国高校駅伝に出場した、市
ひろ と
内在住の工藤大和さん（八千代松陰高校3年）と山
﨑りささん（成田高校3年）が市役所を訪れ、井崎
市長と田中教育長に大会の結果を報告しました。
八木中学校出身の工藤さんは、留学生が集中す
る3区を任され、6人抜きで総合順位17位に大き
く貢献しました。麗澤大学への進学が決まって
(左から
おり
「同大学の箱根駅伝の初出場に向け、1年目か 千葉県代表として出場した工藤さん
2人目 )と山﨑さん (右から 2人目 )
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ら貢献していきたい」
と抱負を語りました。
東深井中学校出身の山﨑さんは、
2区で区間5位の大健闘。
「多くの大会が中止になった
中、駅伝大会の開催と、お世話になった方々への感謝の気持ちで走りました」と振り返り、
「進学先の日体大でも大好きな陸上を続けます」
と力強く語りました。
ゆい と
1月 8日には、箱根駅伝に出場した、南部中学校出身の中村唯翔さん
（青山学院大学
２年）が市役所を訪れました。中村さんは箱根駅伝初出場ながら「エース区間」とも
言われる 2区を走り、13位でたすきをつなぎま
した。来年の箱根駅伝を見据え「今回の経験を
い
活かし、チームでは総合優勝、個人では区間賞
を達成したい」
と決意を話しました。
井崎市長は「これからの陸上競技生活でもさまざ
まな困難があるかもしれませんが、力強く乗り越え
ていってください」
「今後のさらなる活躍を期待して
大会の結果を報告した中村さん (中央 )
1029537
います」
とエールを送りました。
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