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●こども急病電話相談：☎︎♯8000または☎︎043－242－9939（毎日19時～翌朝6時。看護師による電話相談）●救急安心電話相談：☎︎♯7009または☎︎03－6735－8305（平日・
土曜日18時～23時、日曜日・祝日・年末年始9時～23時。看護師による電話相談）●休日に病気・歯痛になったら：○診療科目…歯科（午前）、内科、小児科○受付時間…9時～
11時30分、13時～16時30分 休日診療所（湖北台1の12の17）☎︎7187－7020（診療時間内）※休日…日曜日・祝日・年末年始

中
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ちゃん
（柴崎・1歳 4カ月）

3人のお兄ちゃん達に囲まれて
元気いっぱい☆食べるの大好
き！すくすく大きくなってね☺

平
ひ ら

山
や ま

　勝
か つ

基
き

ちゃん
（湖北台・1歳 2カ月）

おしゃべり大好きなかっちゃ
ん！これからもたくさんパパ
ママとお話しようね☆

児童扶養手当受給者の方
「出張ハローワーク」のご利用を！

　児童扶養手当の現況届の手続き期間に、ハローワーク松戸の臨時相談窓口を
開設します。
日時　8月3日㈫・24日㈫午後1時～3時、17日㈫・31日㈫午前10時～正午
※原則要事前申込。空きがあれば当日申し込み可。
場所　市役所西別館2階相談室

・ 　子ども支援課・内線849

受け付けは8月2日㈪～31日㈫
「児童扶養手当」現況届を忘れずに！

　「児童扶養手当」の認定を受けている方は、毎年8月に現況届を提出する必要
があります。対象者には7月末に案内を送付したので､ 期限内に必ず提出して
ください。
　届け出がないと、手当を受給できなくなる可能性があります。また、2年間
届け出がないと手当を受ける権利がなくなるのでご注意ください。
持ち物　送付した案内でご確認ください。
※所得の申告がない場合、受け付けできませんので必ず申告してください。
◎児童扶養手当とは　父母の離婚などにより、父親または母親と一緒に生活し
ていない児童に対して、その育成を援助するために手当を支給する制度です。
ひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、次代の社会を担う児童の心身の健や
かな成長を図ることを目的としています。手当は所得制限があり、受給するた
めには申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。
受付場所・ 　子ども支援課（市役所西別館2階）・内線850

項目 日程 対象・内容など
しあわせ
ママパパ学級

14・21・
28日㈯

妊娠20週以降の妊婦
とその夫、ご家族の方

育児相談
（乳幼児の育児） 20日㈮ 保健センター

4カ月児相談 3・10日
㈫ 令和3年3月生まれ

2歳8カ月児歯科健診 26日㈭ 平成30年12月生まれ

3歳児健康診査 5・19日
㈭

平成29年12月21日～
平成30年2月6日生まれ

5歳児健診
（未就園児） 26日㈭ 平成28年4月2日～

平成29年4月1日生まれ
離乳食教室

（4～6カ月児向け） 27日㈮ 乳児の保護者、
先着30人

後期離乳食教室
（8～9カ月児向け） 4日㈬ 令和2年11月生まれ、

先着20人
食事・栄養相談 随時 全年齢対象・電話相談可

◎乳幼児の各種健診・相談・教室
　健康づくり支援課（保健センター）☎︎7185－1126

は予約制です。

　 各種健診と健康教室8月

開催日 場所
20日㈮ 天王台西公園＊雨天中止

◎遊具うんどう教室
時間　午前9時30分～10時30分

　高齢者支援課☎︎7185－1112

◎心の健康に関する教室　
場所　保健センター3階

　障害福祉支援課・内線421
教室名 日時

アルコール教室 6日㈮
14時30分～16時

心の健康クラブ 16日㈪
14時～16時

問い合わせ先を
ご確認ください。

※ は予約制です。市民相談・県民相談8月

市
民
相
談

弁護士
法律相談 電話

5日㈭、12日㈭、17日㈫、19日㈭、
24日㈫9時30分～15時30分（予約
は2日㈪8時30分～）　秘書広報課☎︎
7185－1714

行政書士
相談 電話

18日㈬13時～16時（予約は平日10
時～15時）〈新型コロナウイルス感
染症関連の補助金、相続・遺言手続
きなど〉　我孫子地区行政書士相談
事務局・山崎☎︎070－6482－5135

司法書士
法律相談 電話

10日㈫10時～15時（予約は2日㈪
～6日㈮13時～16時）　千葉司法書
士会柏支部☎︎080－5901－3236

年金・労働・
成年後見相談

11日 ㈬13時 ～17時　 市 民 相 談 室
（本庁舎2階）　千葉社会保険労務士
会東葛支部☎︎047－345－9992（9
時～15時）

税務相談 電話
20日 ㈮10時 ～15時（ 予 約 は16日
㈪8時30分 ～）　 収 税 課 ☎︎7185－
1349

消費生活相談
月～金曜日、第2・4土曜日（祝日を
除く）10時～17時30分　消費生活
センター☎︎7185－0999

人権相談 電話
月～金曜日8時30分～17時15分　
みんなの人権110番☎︎ 0570－003
－110

市
民
相
談

生活相談
月～金曜日（祝日を除く） 8時30分
～17時　社会福祉課（西別館2階）・
内線394

健康相談
月～金曜日（祝日を除く） 8時30分
～17時　保健センター　健康づく
り支援課☎︎7185－1126

心の相談
25日㈬13時30分～（予約は24日㈫
まで）　相談室（西別館2階）　障害
福祉支援課・内線421

交通事故
巡回相談

10日 ㈫10時 ～15時（ 先 着4組。 予
約は5日㈭まで）　市民安全課（本庁
舎地階）・内線485

子ども総合相談
月～金曜日（祝日を除く） 8時30分
～17時　子ども相談課（西別館1階）
☎︎7185－1821

ひとり親相談
月～金曜日（祝日を除く） 8時30分
～17時　〈離婚・養育費・面会交流
など〉　子ども支援課（西別館2階）・
内線849

DV 相談
（男性可）

月～金曜日（祝日を除く） 8時30分
～17時　社会福祉課内配偶者暴力
相談支援センター（西別館2階）☎︎ 
7185－1113

市
民
相
談

結婚相談
（ 優先）

木 曜 日 10時 ～17時　 第1・3土 曜
日、 第2・4日 曜 日 10時 ～19時　
我孫子市結婚相談所 あび♡こい♡
ハート☎︎7184－8100

若者就労相談
30日㈪13時30分～16時30分　市民
プラザ会議室2〈おおむね40歳まで〉
企業立地推進課☎︎7185－2214

地域職業相談
月～金曜日（祝日を除く） 9時30分
～17時　地域職業相談室（サンビー
ンズビル6階）☎︎7165－2786

県
民
相
談

介護と
こころの相談

火～日曜日 10時～16時　福祉ふ
れあいプラザ（けやきプラザ1階）☎︎
7165－2886

すまいの相談
金曜日 10時～16時（随時）　水・木
曜日10時～12時（要予約）　福祉ふ
れあいプラザ（けやきプラザ6階）☎︎
7165－2886

福祉用具相談
火～日曜日 10時～16時　福祉ふ
れあいプラザ（けやきプラザ1階）☎︎
7165－2886

児童相談
来所 月～金曜日（祝日を除く） 9時～17

時　柏児童相談所☎︎7131－7175

電話 月～金曜日（祝日を除く）  9時～17
時　柏児童相談所☎︎7134－4152

月 〈対象〉 市内在住の
乳幼児と保護者

子育て情報は、メール配信をしています。詳しくは保育課子育て情報担当☎7185－1915へ

無料
あびこで
子育て

8

※新型コロナウイルス感染症の影響により変更・中止になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

子育て支援センターの地域子育て支援
ふたごちゃん・みつごちゃんの会
対象　ふたご以上の乳幼児とその保護者
日時　18日㈬午前10時30分～11時30分（要申込）
場所・ ・ 　にこにこ広場（アビイクオーレ2階）☎︎7185－8882（午前
10時～午後4時※日曜日・祝日を除く）

ふたごちゃん・みつごちゃんタイム
対象　ふたご以上の乳幼児とその保護者
日時　毎週火曜日午前10時～11時
おひさまタイム
対象　乳幼児と成長や発達でお困りの保護者
日時　毎週金曜日午前10時～11時

〈共通〉　場所・ 　かわむらんど（川村学園女子大学付属保育園内）☎︎71
83－5995

　8月17日㈫は店舗の棚卸しのため来所の相談時間が正午からになります。電
話による相談は通常どおり午前10時から行います。

　消費生活センター☎︎7185－0999

消費生活センターの窓口相談時間変更

https://www.city.abiko.chiba.jp/kosodate/children/index.html
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