
しあわせ南流 
 

相談窓口の紹介 
 南流山は武蔵野線の開通とともにできた若い街で

す。核家族化もあり、まわりに相談する相手の少ない

ことが、歴史のある他の地域と異なります。 

本号では子育てや暴力などの相談窓口を紹介しま

す。心配事などがありましたらお役立てください。 

 

■ 子育て相談 

0 歳から就学前の子育ての不安や悩み等、生活全般

の相談に次の窓口があります。（市内の相談窓口から

南流山小学校区を抜粋） 

 

流山市地域子育て支援セ

ンター ゆうゆう（市立

長崎保育所内） 

☎・FAX 7144-7926 

[電話相談] 

月～金 9:30～16:30 

[面接相談]（予約制） 

月～金 13:00～16:30 

さくらんぼルーム 

（南流山聖華保育園内） 

☎7159-3401 

なかよし広場「らぶりー」

（なかよし保育園内） 

☎7158-5500 

 

■ 子どもの虐待に関する相談 

 「わが子に辛く接してしまうのを止められない」等

の相談、あるいは近くのお子さんの虐待が疑われる場

合、下記の窓口にご連絡ください。 

 

流山市家庭児童相談室 ☎04-7158-4144 

月～金 10:00～16:00 

（祝日・年末年始を除く） 

柏児童相談所 ☎04- 7134-4152 

虐待相談・通報 24 時間 

子ども家庭 110 番 

 

☎043-252-1152 

24 時間・365 日受付 

 

 厚生労働省ポスター（平成 21 年度） 

■ いじめ 

 「いじめ」にあっている子どもたちのために次の窓

口があります。 

 

流山子ども専用いじめホ

ットライン 

☎04-7150-8055 

13:00～21:00 

千葉県子どもと親のサポ

ートセンター 

 [電話相談] 

☎0120-415-446 

月～金 9:00～21:00 

土・日 9:00～13:00 

[面接相談]（予約制） 

☎0120-415-446 

月～金 9:00～17:00 

 

■ パートナーからの暴力(DV)に関する相談 

夫や恋人などからの暴力を受けている方の相談に

次の窓口があります。暴力を受けている方を発見した

場合にも下記へご連絡ください。 

 

千葉県 

女性サポートセンター 

☎043-206-8002 

毎日 24 時間受付け 

面接相談日（予約制） 

月～金 9:00～17:00 

ちば県民共生センター 

東葛飾センター 

 

☎04-7140-8605(女性) 

火     9:30～20:00 

水～日 9:30～16:00 

松戸健康福祉センター 

 

☎047-361-6651 

月～金 9:00～17:00 

面接相談（予約制）：金曜 

流山警察署生活安全課 ☎04-7159-0110 

流山市家庭児童相談室 ☎04-7158-4144 

 

■ 介護疲れや高齢者の虐待などに関する相談 

 流山市には認知症の家族会「コスモスの会」（問合

せは市介護支援課☎7150-6531）があります。ま

た、介護疲れが原因の痛ましい事件が報じられること

があります。次の窓口が相談にのってくれます。また、

虐待を受けたと思われる高齢者を発見したら、下記や

警察官へご連絡ください。 

 

流山市南部地域包括支援

センター 

☎04-7159-9981  

 

高齢者虐待や施設介護等

に関する電話相談窓口 

（千葉県） 

☎043-221-3020 

月～金 9:00～17:00 

祝祭日・年末年始除く 

中核地域生活支援センター（松

戸地区）「ほっとねっと」 

☎047-309-7677 

24 時間 365 日体制 

南流山地区社会福祉協議会 

広報部会事務局 

会長 市川 誠 
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TEL 7140-7152 
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平成 22 年度総会の報告 
 南流山地区社会福祉協議会は南流山小学校区の自

治会、婦人会、老人会、ボランティア、そして民生委

員のメンバーで組織されます。5 月 9 日(日)、南流山

自治会館で平成 22 年度の総会が開催され、平成 21

年度の事業報告、決算報告、監査報告、そして平成

22 年度の事業計画、予算案が承認されました。 

 

■ 平成 22 年度の事業 

 昨年と同様、健康講座、ふれ合いサロンなどの行事

を下記により、開催します。開催日未定のものは「長

寿会」、「寿楽会」、「婦人会」、自治会などを通して案

内させていただきます。お気軽にご参加ください。 

 

平成 22 年度の事業の概要 

事業 概要 

健康講座 毎月第４土曜日の 10～12 時、

南流山福祉会館の大広間でゲ

ーム感覚の運動を交えながら

体操を行ないます。年齢制限は

なく、事前の申込み、会費も不

要です。汗拭き用のタオル、着

替え、飲料水、そしてウォーキ

ングもありますので歩きやす

い靴を履いてご参加ください。 

ふれあいのつどい 6 月 5 日、11 月 13 日、南流

山小学校の校庭でグランドゴ

ルフ大会を開催します。 

在宅介護教室 在宅介護や健康等に関する勉

強会を開催します。(日程未定) 

ふれあいサロン 

（水仙の会） 

毎月第３月曜日の 10～15 時、

南流山自治会館で催し物や会

食(300 円)をご高齢の方に楽

しんでいただきます。事前申込

みは不要です。(8 月はお休み) 

 

「いきいき 

シニアの会」 

 (地区敬老行事) 

南流山小学校区にお住まいの

70 歳以上の方を対象に 10 月

3 日、会食(無料)や地域のボラ

ンティアの方による演芸など

を楽しんでいただきます。 

独居高齢者等の 

見守り活動 

(南流山ひまわり会) 

ご高齢でお一人暮らし、また、

ご夫婦でも病気などで不安を

抱いている方でご希望の方を

対象に、「お元気うかがい」な

どの活動をします。 

障がいの理解 障がいのある方と共生できる

地域となるように講演会など

の活動を行います。（日程未定） 

 

■ 理事･幹事の改選について 

地区社協の役員は 2 年任期で今年度非改選の年に

あたりますが、自治会会長交代で下記となります。 

 

平成 22 年度 南流山地区社協 理事・監事 

会 長  市川誠  

副会長 宮田静子、山崎隆昭 

書 記  育野悠紀、木我芳枝 

会 計  岡田クラ子、弓削美佐子 

理 事  飯泉修司、松原茂、長田哲忍、益子真理子、 

大槻瑛、中島美江、塩谷節子、荒井公子、

中島節子 

監 事  片山靖起子、網野好幸 

 

 

◎ 地区社協の活動にご協力いただける方の募集 

 南流山地区社協は流山市社会福祉協議会の補助金

と流山市の報償費を受けて活動するボランティア組

織です。活動にご関心があり、ご協力いただける方、

市川（本号標題の連絡先）までご連絡ください。 

 

 

■ 南流山地区社協の行事予定（平成 22 年度） 

月 日 実施内容 月 日 実施内容 

４月 19 日(月) 10 時～ ふれ合いサロン 10 月 18 日(月) 10 時～ ふれ合いサロン 

４月 24 日(土) 10 時～ 健康体操 10 月 23 日(土) 10 時～ 健康体操 

５月 17 日(月) 10 時～ ふれ合いサロン 11 月 13 日(土)８時 30 分～ グランドゴルフ大会 

５月 22 日(土) 10 時～ 健康体操 11 月 15 日(月) 10 時～ ふれ合いサロン 

6 月 5 日(土)８時 30 分～ グランドゴルフ大会 11 月 27 日(土) 10 時～ 健康体操 

6 月 21 日(月) 10 時～ ふれ合いサロン 12 月 20 日(月) 10 時～ ふれ合いサロン 

６月 26 日(土) 10 時～ 健康体操 12 月 25 日(土) 10 時～ 健康体操 

７月 19 日(月) 10 時～ ふれ合いサロン 23 年/１月 17 日(月)10 時～ ふれ合いサロン 

７月 24 日(土) 10 時～ 健康体操 １月 22 日(土) 10 時～ 健康体操 

8 月 28 日(土) 10 時～ 健康体操 ２月 21 日(月) 10 時～ ふれ合いサロン 

９月 20 日(月) 10 時～ ふれ合いサロン ２月 26 日(土) 10 時～ 健康体操 

９月 25 日(土) 10 時～ 健康体操 ３月 21 日(月) 10 時～ ふれ合いサロン 

10 月 3 日(日) 10 時～ いきいきシニアの会 ３月 26 日(土) 10 時～ 健康体操 

注：「ふれあいサロン」は南流山自治会館、「健康講座」は南流山福祉会館で開催

 


