
しあわせ南流 
 

 2020 年から新型コロナウイルス感染症の感染対策

が求められるようになり、現在もそれが続いています。

一方、2 月 24 日にロシア軍によるウクライナ侵攻が始

まり、連日、戦場と化した現地状況が報じられ、その戦

いは国内の食材等の価格上昇等に影響し、さらに厳しい

生活を強いられるようになった方も少なくないと考え

られます。 

 流山市は「「仕事や収入が安定しない」「借金があり、

生活に困っている」など生活や仕事でお困りの方は、相

談支援窓口「流山市くらしサポートセンター ユーネッ

ト（☎ 04-7197-5690）、受付：平日の 8：00～17：

15」をご利用ください。」としています。近くにお困り

の方がいらっしゃいましたら、ユーネットをご紹介くだ

さい。 

 

南流山子ども食堂 

 
 南流山地域で定期的に「子ども食堂（会食）」、「小４

～中３の学び場」、「フードパントリー」を開催している

「南流山子ども食堂の会」を本紙（79 号）で紹介しま

した。5 月 8 日、南流山センターで同会が開催されまし

た（上の写真は調理室で子ども達も一緒に準備の状況）。 

皆様の「南流山子ども食堂の会」の活動へのご理解、

ご協力をよろしくお願いします。 

 

表１ 「南流山子ども食堂」開催予定（2022 年度） 

2022 年  2023 年 

4 月 24 日(日) 8 月 21 日(日) 12 月 11 日(日) 

5 月  8 日(日) 9 月 18 日(日) 1 月  8 日(日) 

6 月 12 日(日) 10 月  9 日(日) 2 月 12 日(日) 

7 月 10 日(日) 11 月 20 日(日) 3 月 12 日(日) 

注：本紙（79 号）で紹介の開催日から変更があります。 

南流山子ども食堂の会 HP 

https://minaminagareyamakodomo.jimdofree.com/ 

ファミサポ子育て支援サポーター 
「子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・

センター事業）」は乳幼児や小学生等の児童を有する子

育て中の労働者や主婦等を会員として、児童の預かりの

援助を受けることを希望する者と当該援助を行うこと

を希望する者との相互援助活動に関する連絡、調整を行

うもので、厚生労働省の助成があり、実施主体は市町村

です。流山市では「江戸川台ファミリーサポートセンタ

ー」と「流山おおたかの森ファミリーサポートセンター」

が育児の「援助を受けたい人」（利用会員）と「援助を

行いたい人」（提供会員）を結ぶために運営されていま

す。事業の認知度が低いことから現在、提供会員の募集

中で令和４年度の説明会が６月８日、7 月 6 日、9 月

14 日、10 月 8 日、11 月 12 日、1 月 11 日、３月

11 日の 10：00～11：30、流山市生涯学習センター

で開催されます（提供会員となるには基礎研修の受講が

必要となります）。ご関心ある方、説明会にご参加くだ

さい（詳細は下記のホームページをご参照ください）。 

 

【申込み・問合せ】 

流山市ファミリー・サポート・センター 

☎ 04-7199-2282 

https://nagareyama-famisapo.info/ 

 

なこっこポコ 
「子育てを共に楽しむ・考える・助け合う」を目的に

流山市を中心に子育て支援グループ Nakocco（なこっこ）

が活動しています。その活動のひとつに発達が不安なお

子さん達の親子サロン「なこっこポコ」があります。 

子ども達の成長の速さは一様ではありません。一方、

発達障害者支援法（平成 16 年制定）の第二条で「この

法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー

症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多

動性障害その他これに類する脳機能の障害であってそ

の症状が通常低年齢において発現するものとして政令

で定めるものをいう。」と定義されたことによって発達
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障害が認知されるようになり、子ども達の行動を見て不

安を抱かれるご家族が増えた現状もあります。 

「なこっこポコ」は発達に不安を感じる未就園児（0

歳から 3 歳程度）とそのご家族を対象として、他のご家

族とお話したり、経験談を聞くことのできる場です。今

年度は「子育て支援センターみんなの Fratto」（流山セ

ントラルパーク下車５分）で２ヶ月に１度、10 時〜12

時に開催されています。（要事前連絡で初回参加費 300

円。詳細は以下のホームページをご参照ください）。 

 
Nakocco Official Website - ながれやま子育てコミ

ュニティ なこっこ（旧.with ママ流山） 

https://nakocco.jimdofree.com/ 

 

献血について 
日本赤十字社の関東甲信越ブロック血液センターの

ホームページ（2022 年 5 月 12 日）で献血状況とし

て A 型、O 型、B 型について「非常に困っています」

と表示されるように新型コロナウイルス感染症の影響

で安定的な血液の確保が困難な状況が続いています。 

 南流山の近くの献血ルームとして JR 柏駅近くの「柏

献血ルーム」（☎04-7167-8050）、JR 松戸駅近くの

「松戸献血ルーム Pure」（☎047-703-1006）、JR

越谷レイクタウン駅近くの「越谷レイクタウン献血ルー

ム」（☎048-987-3737）があります。献血される場

合、新型コロナウイルス感染対策として事前予約が推奨

されています。ご協力いただけますと幸いです。 

 

表１ 全血献血での採血基準 

 200mL 献血 400mL 献血 

1 回の献血量 200mL 400mL 

年齢 ※1 16 歳～69 歳 男性: 17 歳～69 歳 

女性: 18 歳～69 歳 

体重 男性: 45kg 以上 

女性: 40kg 以上 

50kg 以上 

最高血圧 90mmHg 以上 

年間献血回数 

  ※2 

男性: 6 回以内 

女性: 4 回以内 

男性: 3 回以内 

女性: 2 回以内 

年間総献血量 

  ※2 

200mL 献血と 400mL 献血の合計で 

   男性: 1,200mL 以内 

   女性:   800mL 以内 

※1：65 歳以上の献血は 60～64 歳の間に献血経験がある方に限ります。 

※2：期間の計算は直近の採血を行った日から起算。 

南流山地区社協の総会報告 
 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、ボランティア等で構成

されます。新型コロナウイルス感染症の感染防止対策か

ら当地区社協の 2020、2021 年度総会は書面開催と

しましたが、2022 年度は５月８日に南流山センターで

総会を開催しました。そして 2021 年度の活動実績、

2022 年度の事業計画、予算案、役員が承認されました。

2019 年度まで南流山センターで開催して多くの方に

お楽しみいただいた「いきいきシニアの会」は本紙（79

号）でお伝えしましたように新型コロナウイルス感染症

への対応で今年度も開催せず、「敬老のお祝い」の贈呈

とさせていただく予定です。よろしくお願いします。 

 

南流山地区社協 202２年度の役員 

会 長  市川誠  

副会長 塩谷節子、糸井勇 

書 記  吉田和子、藤井栄一 

会 計  大槻瑛、鎌田みち子 

総 務 斎藤美恵子 

理 事  千代田晴夫、木原きみ子、篠原健、長谷川繁、 

岡村賢、荒井公子 

監 事  弓削美佐子、青井龍太郎 

 

南流山地区社協 2022 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） 

体の柔軟性や基礎体力の維持、ケ

ガの予防につながる体操を行な

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（年 2 回屋外活動）。 

新型コロナウイルス感染症への

対応でマスク着用とし、最大 50

名に利用人数を制限しています。 

ふれあいのつどい 

（南流山中央公園） 

グラウンドゴルフ大会を開催し

ます。前期は 6 月 7 日に開催予

定、後期の開催日は未定です。 

「敬老のお祝い」 南流山小学校区にお住まいの令

和４年 9 月 1 日現在で喜寿、米

寿、白寿の年齢に該当する皆様に

ささやかですがお祝い品をお届

けします。また、70 歳以上の皆

様には「南流山ひまわり会」の利

用申込書、地域で利用可能な福祉

サービス情報等をお届けします。 

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

婦でも病気等で不安をお持ちで

希望される方を対象に見守りさ

せていただきます。 

こども食堂・ 

在宅介護教室・障が

いの理解 

「南流山こども食堂の会」の活動

支援、在宅介護や障がいに関する

情報提供等の活動を行います。 

『しあわせ南流』のバックナンバーは www.minami-nagareyama.org/shakyo/ からダウンロードできます。 


