
しあわせ南流 
 

交通安全について 
 新学期となり、学校に通い始めた子ども達の姿を見る

のはとても嬉しいものです。子ども達の登下校時の交差

点等での交通安全に尽力される皆様に感謝いたします。 

 次の記事などを参考に交通安全にご協力ください。 

 

■ 自転車の交通安全 

 自転車が関連する交通事故は全事故の約２割を占め

るとされます。平成 27 年 6 月 1 日に道路交通法が改

正され、自転車の交通違反の罰則が厳しくなりましたが、

罰則対象の自転車の右側通行や携帯電話を見ながらの

運転を時々、見ます。自転車に乗る方は次の『自転車安

全利用五則』（警視庁）を守って安全運転してください。 

 

1 自転車は、車道が原則、歩道は例外 

２ 車道は左側を通行 

３ 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 

４ 安全ルールを守る 

○ 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止 

○ 夜間はライトを点灯 

○ 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認 

５ 子どもはヘルメットを着用 

 

■ 高齢者運転免許自主返納について 

 

 南流山地域の制限 速 度

40km/h の道路を 30km/h

にも満たない速度で道を迷

っているかのように走行し、

県道に接続するT字路で信号

が赤なのに停車せず、左折し

た高齢ドライバーの自動車

を目撃しました。また、首都

高で逆走車に遭遇したこと

もありました。交通の安全は 

運転ルールが守られていることを前提に成立しますが、

「まさか！」と思う事態に備えて運転の必要があります。 

 自動車を家族の移動や買い物などに「生活の足」とし

て使用されている高齢の方も多いと思います。しかし、

加齢と共に視野が狭まり、反応速度が低下することなど

は避けられません。そして「長年、運転してきたから」

という自信が逆に事故につながります。 

 自らの意思で、有効期限の残っている運転免許証を返

納する『運転免許自主返納（運転免許の申請取り消し）』

があります。自主的に返納する方の希望により公安委員

会が「運転経歴証明書」を交付します。千葉県運転免許

センター、流山運転免許センター、又は千葉県内の警察

署で受付け、運転免許センターでは即日交付、警察署の

手続では交付まで約１か月程度かかります。運転免許証

の返納は決意を要しますが、「皆の安全のために」です。 

 

おやこあんしん相談 
 流山市は小学校就学前のお子さんをもつ家庭の子育

ての様々な相談に保育士の経験がある子育てコーディ

ネーターが対応する「おやこあんしん相談窓口」（市役

所第 2 庁舎 1 階子ども家庭課）と「おやこあんしんダ

イヤル」（☎04-7158-1710）を平成 27 年 8 月 3

日に開設しています。受付時間はいずれも平日の 9 時か

ら 16 時までです（祝祭日を除く）。子育てについてお

気軽にお問い合わせください。 

 

流山市くらしサポートセンター 

   ユーネット 
 平成 27 年 4 月 1 日施行の『生活困窮者自立支援法』

は生活困窮者に対して自立相談支援事業を実施して生

活保護に至らないようにすることを目的としています。 

 流山市に居住される方で働くことに不安を感じる等

の様々な理由で働けず、経済的に困窮し、最低限度の生

活を維持することができなくなるおそれのある方に対

して、流山市の委託でＮＰＯ法人流山ユー・アイネット

が運営する「流山市くらしサポートセンター ユーネッ

ト」（流山市西初石 3 丁目 101-21 鈴木ビル 1F、☎

04-7197-5690、http://nagareyama-yu.net/）が

相談に対応してくれます（相談無料）。 

 

熱中症にご用心！ 
 今年も総務省から 5 月、全国で多数の方が熱中症で救

急搬送されていることが発表されています。消防庁から

「熱中症対策リーフレット（熱中症の症状、応急手当、

予防方法など）」が Web サイトで公開されています。

「のどが渇かなくてもこまめに水分補給！」「外出の際

は身体をしめつけない涼しい服装で、日よけ対策も！」

など、熱中症予防につとめましょう。また、小さなお子

さんは汗腺などの体温調整機能が未熟で地面の照り返

しによる高い温度にさらされるため、高齢者は体温を下

げるための体の反応が弱くなっているために熱中症に

なる危険があります。注意しましょう。 
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高齢者住み替え支援制度 
 「市内における高齢者の住み替えに関する情報の発信

及び相談体制並びに中古住宅の再生及び流通の仕組み

をつくることにより、高齢者の住み替え及び若い世代の

市内への移住の支援に寄与することを目的とする」とし

て平成 26 年 12 月 1 日に『流山市高齢者住み替え支援

要綱』が施行されました。 

 戸建て住宅に住まわれ、「庭の手入れができなくなっ

た」、「階段の上り降りがつらくなった」などの様々な理

由で市内のマンションなどへの住み替えを検討される

場合、市の都市計画部建築住宅課（☎7150-6088）

の「安心住み替え相談窓口」が対応しますのでご利用く

ださい。 

 

平成 29 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、民生委員、ボランティアなどで構

成されます。5 月 7 日、南流山自治会館で平成 29 年度

総会が開催され、今年度の事業計画や予算案などが承認

され、下記の活動を行うことになりました。日程未定の

ものは地区社協のホームページなどでご案内します。な

お、本総会で地区社協の規約の設立当初からあった評議

員会に関する内容が実態にあっていないため、これに関

する項目を含めて大幅改訂しました。規約についても本

地区社協のホームページをご覧ください。 

 

平成 29 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） 

ゲーム感覚の運動を交えて体操

を行ないます。事前の申込み、会

費は不要です。タオル、着替え、

飲料水、そして歩きやすい靴をご

用意ください。 

ふれあいのつどい 

（南流山小学校他） 

グランドゴルフ大会を開催 

（6 月 13 日、秋（未定）） 

 

ふれあいサロン 

『水仙の会』 

（毎月第３月曜日

10:30～15:00、 

南流山自治会館） 

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。なお、8 月

はお休みです。 

「いきいき 

シニアの会」 

 (地区敬老行事) 

（10 月 22 日） 

南流山小学校区にお住まいの 70

歳以上の方を対象に、会食や地域

のボランティアの演芸等を楽し

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) 

高齢でお一人暮らし、また、ご夫

婦でも病気などで不安をお持ち

で希望される方を対象に見守り

させていただきます。 

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) 

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） 

平成 29 年度 南流山地区社協 役員 

会 長  市川誠  

副会長 塩谷節子、牧野欽治 

書 記  吉田和子、育野悠紀 

会 計  大槻瑛、木我芳枝 

総 務 岡田クラ子 

理 事  千代田晴夫、木原きみ子、篠原健、軸丸裕典、 

得浩士、多田明江、斎藤美恵子、荒井公子 

監 事  弓削美佐子、濱崎祐子 

 

 

「いきいきシニアの会」の 

開催は 10 月 22 日(日) 
 南流山小学校区にお住まいの70歳以上の方をご招待

して南流山センターの大ホールで、南流山小学校、南流

山中学校の皆さんの演奏や、地域のボランティアの皆さ

んによる演芸を楽しんでいただく「いきいきシニアの

会」、10 月 22 日の開催となりました。 

 10 月上旬に招待状のお届けを予定しています。 

 

■ 南流山地区社協の行事予定（平成 29 年度） 

月 日 実施内容 月 日 実施内容 

４月 17 日(月)10 時 30 分～ ふれ合いサロン 10 月 22 日(日) 10 時～ いきいきシニアの会 

４月 22 日(土) 10 時～ 健康体操 10 月 28 日(土) 10 時～ 健康体操 

５月 15 日(月)10 時 30 分～ ふれ合いサロン 11 月 （実施日未定） グランドゴルフ大会 

５月 27 日(土) 10 時～ 健康体操 11 月 20 日(月)10 時 30 分～ ふれ合いサロン 

6 月 19 日(月)10 時 30 分～ ふれ合いサロン 11 月 25 日(土) 10 時～ 健康体操 

6 月 24 日(土)10 時 30 分～ 健康体操 12 月 18 日(月)10 時 30 分～ ふれ合いサロン 

7 月 9 日(土)  ８時 30 分～ グランドゴルフ大会 12 月 23 日(土) 10 時～ 健康体操 

７月 17 日(月)10 時 30 分～ ふれ合いサロン 30年/１月15日(月)10時30分～ ふれ合いサロン 

７月 22 日(土) 10 時～ 健康体操 １月 27 日(土) 10 時～ 健康体操 

8 月 26 日(土) 10 時～ 健康体操 ２月 19 日(月)10 時 30 分～ ふれ合いサロン 

９月 18 日(月)10 時 30 分～ ふれ合いサロン ２月 24 日(土) 10 時～ 健康体操 

９月 23 日(土) 10 時～ 健康体操 ３月 19 日(月)10 時 30 分～ ふれ合いサロン 

10 月16 日(月)10 時30 分～ ふれ合いサロン ３月 24 日(土) 10 時～ 健康体操 
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