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【あびこeモニター募集中】 皆さんの意見を市政に反映させませんか？市政運営の参考にするため、市ではeモニターを随時募集しています。詳しくは市ホームペー
ジまたはお問い合わせください。　 　秘書広報課☎7185－1714

■ 「裂き織り・バッグ作り相談日」 第2水曜日 10時～15時
■ 「木工アドバイザー」 休館日を除く毎日 9時30分～16時
■ 「布クラブ相談日」 第1火・水曜日、第4水・木曜日 10時～15時
■「布ぞうり相談日」 第1金曜日 10時～15時

リサイクルアドバイザー来館日　 ふれあい工房☎7186－5500 7165－2430

※申込方法：申し込みは本人に限る（詳しくは工房に問い合わせ）。月曜日（休館日）を除く毎日【電話のみ開催日前
日まで受付】9時～17時（いずれも定員になり次第締め切り。キャンセルの場合は、必ず連絡をしてください）。な
お、キャンセル待ちの方は、参加希望教室開催日の前日に電話でお問い合わせください。　

◎布クラブ、布ぞうり、裂き織り相談日（10時～15時）にはミシンを開放（工房使用料がかかります）。
※リサイクル教室の作品写真は、ふれあい工房のホームページでご覧になれます。
　 http://www.abiko-fureaikoubou.com

11月のふれあい工房楽
リサイクル教室名 日時 定員 費用 持ち物・備考

バッグ作り教室
（裂き織りリュックサック）

8日㈮
9時30分～15時 5人 300円 裂き織り布、裏布、接着芯、ミ

シン糸、裁縫道具、昼食

布クラブ教室（張り子の犬）
12日㈫、12月10日㈫、
令和2年1月14日㈫
9時30分～15時

5人 1回
300円

手芸綿、糸（黒）、接着芯、裁
縫道具、昼食
※全3回参加できる方

布クラブ教室
（傘布からポシェット）

13日㈬
9時30分～15時 5人 300円 裁縫道具、ミシン糸、昼食

包丁研ぎ教室 14日㈭10時～12時 5人 300円 包丁は1人2本まで

木彫教室（十二支・ねずみ） 14日㈭13時～16時 5人 300円 彫刻刀（持っている方）、布手
袋

布ぞうり作り教室 20日㈬
9時30分～12時 5人 300円 なし

布クラブ教室
（スカーフのリメイク）

20日㈬
9時30分～15時 5人 300円 スカーフ大1枚、裁縫道具、ミ

シン糸、昼食

布クラブ教室
（着物からフード付きコート）

21日㈭、12月19日㈭
9時30分～15時 5人 1回

300円

ほどいた着物1着分（洗ってア
イロン）、芯少々、裁縫道具
（チャコペーパー、待ち針な
ど）、昼食
※全2回参加できる方

木工教室（三角コーナー棚） 23日㈷13時～15時 5人 300円 なし

裂き織り教室 26日㈫
9時30分～11時30分 5人 300円 古布1㎡くらい、はさみ

裂き織り糸掛け教室 26日㈫
9時30分～11時30分 2人 300円 なし

お裁縫相談 10日㈰9時～12時 3人

無料※
別途、
工房使
用料
200円

初心者の方、お裁縫の基礎（ミシ
ンの使い方、簡単な袋物作りな
ど）
※作りたい物の材料は持参

市
民
相
談

弁護士
法律相談

7日㈭、12日㈫、14日㈭、19日㈫、21日㈭
9時30分～15時30分　市民相談室（本庁舎2階）
秘書広報課☎7185－1714（予約は1日㈮8時30分～）

行政相談 27日㈬	10時～12時　市民相談室（本庁舎2階）
秘書広報課☎7185－1714

行政書士
相談

20日㈬	13時～16時　市民相談室（本庁舎2階）　
〈相続・遺言・成年後見など〉行政書士会☎080－7434－5135

司法書士
法律相談

15日㈮	10時～15時　市民相談室（本庁舎2階）
千葉司法書士会柏支部☎080－5901－3236（平日13時～
16時。予約は5日㈫～11日㈪まで）

年金・労働
相談

13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 15日㈮	10時～15時　収税課相談室（本庁舎1階）
収税課☎7185－1349（予約は11日㈪	8時30分～）

不動産相談 8日㈮　市民相談室（本庁舎2階）　建築住宅課・内線601
（先着8組。予約は6日㈬まで）

住宅相談 8日㈮　B会議室　建築住宅課・内線601
（先着4組。予約は6日㈬まで）

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

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～　相談室（西別館2階）　
障害福祉支援課・内線421（予約は22日㈮まで）

交通事故
巡回相談

11日㈪	10時～15時　市民安全課（本庁舎地階）・内線485
（先着4組。予約は7日㈭まで）

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・婦人相談 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393

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（17時以降は開
設日3日前までに要予約）
我孫子市結婚相談所	あび♡こい♡ハート☎7184－8100

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	9時～17時　柏児童相談所☎7131－7175
電話 月～金曜日	9時～17時　柏児童相談所☎7134－4152

11月 市民相談・県民相談 ※ は予約制です。

東葛多重債務問題対策フォーラム
消費者問題無料相談会

　借金問題、出会い系サイト、金融商品など、消費者問題でお悩みの方
を対象に、弁護士による無料相談会を開催します。
日にち・場所　下表参照
時間　午前10時～午後4時（相談時間60分）
対象・定員　東葛6市に在住の方、各会場先着12人（要申込）
　11月1日㈮午前9時30分～希望会場の申込先窓口・電話（平日のみ）

※柏市は11月5日㈫～
　我孫子市消費生活センター☎	7185－1469

　ビジネスには“人脈”と“情報”が必要で
す。ビジネスチャンスとネットワークを広
げましょう！
日時　12月7日㈯午後1時30分～4時30分
場所　我孫子南近隣センター
内容　参加者全員のPRスピーチ、名刺交換
と交流会
対象　起業予定者、事業経営者、ビジネスの人脈を広げたい方
定員　先着30人（要申込）　費用　無料　持ち物　名刺

・ 　12月5日㈭までに申込書（市ホームページからダウンロード可）
をファクス・Eメール。企業立地推進課☎7185－2214 7185－2215 sougyou@
city.abiko.chiba.jp

日にち 場所 申込先

11月11日㈪ 鎌ケ谷市役所1階相談室1・2 鎌ケ谷市消費生活センター
☎047－445－1240

11月12日㈫ 野田市役所1階市民相談室 野田市消費生活センター
☎7123－1084

11月13日㈬ 松戸市役所議会棟2階
第3委員会室

松戸市消費生活センター
☎047－366－7329

11月14日㈭ 流山市役所第2庁舎2階
消費生活センター

流山市消費生活センター
☎7158－0999

11月15日㈮ 我孫子市消費生活センター
（アビイクオーレ2階）

我孫子市消費生活センター
☎7185－1469

11月16日㈯ 柏市消費生活センター
（中央体育館管理棟１階）

柏市消費生活センター
☎7163－5853

我孫子市ビジネス交流会

令和元年分 年末調整等説明会・消費税軽減税率制度説明会
　給与の支払者を対象に、年末調整の仕方や法定調書・給与支払報告書の作成・提出
方法などの事務手続きと、消費税の軽減税率制度説明会を開催します。

日時 内容 場所

11月7日㈭
13時～13時30分 用紙配布

市民プラザ
ホール13時30分～15時30分 年末調整等説明会

15時30分～16時 軽減税率制度説明会

11月11日㈪
13時～13時30分 用紙配布

野田市役所
8階大会議室13時30分～15時30分 年末調整等説明会

15時30分～16時 軽減税率制度説明会

11月12日㈫
13時～13時30分 用紙配布

柏市民文化会館
大ホール13時30分～15時30分 年末調整等説明会

15時30分～16時 軽減税率制度説明会

　柏税務署☎7146－2321（内線181）

http://www.abiko-fureaikoubou.com
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