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【ご利用ください】▶防災行政無線放送テレホン案内（放送内容の確認）☎0120－031676　次の放送がされた場合は、情報が入れ替わります。

市
民
相
談

弁護士
法律相談 来所

電話

4日㈭、16日㈫、18日㈭、23日㈫、
25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

行政相談
24日㈬10時～12時（予約は22日㈪
まで）　市民相談室（本庁舎2階）　秘
書広報課☎7185－1714

行政書士
相談 電話

17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

9日㈫10時～15時（予約は2日㈫～8
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

10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☎7136－2560（9時～
15時）

税務相談 電話 19日㈮10時～15時（予約は15日㈪
～）　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（アビイクオーレ2階）☎
7185－0999

市
民
相
談

人権相談

来所 5日㈮10時～15時　相談室（西別館
2階）　社会福祉課・内線432

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
17日㈬13時30分～（予約は16日㈫
まで）　相談室（西別館2階）　障害者
支援課・内線421

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　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）

第1・3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

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

交通事故
相談

来所 8日㈪10時～15時（巡回相談。先着
4組。予約は4日㈭まで）　市民安全
課（本庁舎地階）・内線485

来所
電話

月～金曜日（祝日を除く） 9時～12
時、13時～16時30分　交通事故相
談所☎047－368－8000

※ は予約制です。市民相談・県民相談88月月

鳥にまつわる法律のハナシ
　日本の野鳥は法律で守られていて、勝手
に捕まえたり飼ったりできません。生態調
査のために捕まえる場合や弱った鳥を保護する
場合、巣の中の卵やひなを触る場合など、鳥に
関わるときに知っておいてほしい法律について
解説します。
日時　8月20日㈯午後1時30分～2時15分
講師　千田万里子さん（山階鳥類研究所専門員）
費用　無料
視聴方法　鳥の博物館ホームページ（QRコード
参照）に掲載のリンクから動画サイトで配信

▲許可を受けて
巣から取り出し
たモズの卵

オンラインで開催鳥のサイエンストーク

　10月31日㈪までにR
ラ ン

UNN
ネ ッ ト

ET、S
ス ポ ー ツ

PORTSE
エ ン ト リ ー

NTRY（チームラン
のみ）※詳しくは市ホームページ（QRコード参照）をご覧ください。
◎ボランティア
内容　受付補助、走路員、記録証配布、ステージ補助など
　9月30日㈮までにちば電子申請サービス（QRコード参照）
または申込書（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。教育委員会文化・スポーツ課 7185－1760
unakichicup@city.abiko.chiba.jp
〈共通〉　 教育委員会文化・スポーツ課☎7185－1604

種目 内容 対象 定員 費用

親子ラン 約800ｍ
（コース1周）

小学1～3年生
と保護者 先着90組（180人） 1組3,000円

キッズラン 小学4～6年生 先着30人 1人1,500円
800ｍラン 中学生以上 先着30人 1人2,000円

チームラン リレーマラソン
（4時間周回）

小学生以上
（スタート走者
は中学生以上）

先着50チーム
（１チーム2～10人）

1人3,000円
高校生以下
2,000円

2022手賀沼チームラン・キッズラン
うなきちカップ
参加者・ボランティア募集

日時　11月26日㈯午前8時～
場所　手賀沼親水広場※雨天実施、荒天中止
◎参加者

▲市ホームページ

▲ちば電子申請
サービス

千葉テレビ放送　
「お昼の快傑！TV」YouTubeで公開中

　7月に放送された星野市長出演の「お昼の快傑！TV」を、番組公
式YouTubeチャンネル（QRコード参照）でご覧いただけます。
　プリティ長嶋さんと千葉おかみさん会を、星野市長があびこ農産
物直売所あびこんや鳥の博物館へ案内します。レストラン「米舞
亭」の地元農産物を使った料理や、手賀沼公園オープンカフェのコーヒーを味わ
いました。
　あびこの魅力発信室☎7185－2493

ひまわり迷路とクイズに挑戦！
　ひまわりの迷路を巡りながら、クイズ
を探してゴールを目指します。
日時　8月4日㈭～7日㈰午前10時～午後
4時
場所　根戸新田（右図参照）　費用　無料　
駐車場　手賀沼ファーム駐車場※手賀沼
公園駐車場は有料
　NPO法人手賀沼トラスト・桐石☎
090－9853－3862

手賀沼

手賀沼公園
北柏

ふるさと公園

花ハス

根戸城址

冬水
田んぼ

あびこん跡地P

P迷路
会場

アビスタ

GS

↑
至 

我
孫
子
駅

↑至 国道６号常磐線

手賀沼ファーム
駐車場（無料）

（有料）

あびこ自然観察隊　
ツバメのねぐら観察会

日時　8月14日㈰午後5時～7時30分※雨天中止
場所　道の駅しょうなん「大屋根ひろば」集合
内容　夏の終わりの夕方、手賀沼沿いのヨシ原のねぐらにはツバメが集まりま
す。群れ飛ぶツバメを観察して、暮らしの一部をのぞいてみましょう。手賀沼
沿いを約3km歩きます。
定員　先着20人※小学生以下は保護者同伴
費用　100円（中学生以下無料）
持ち物　歩きやすい靴・服装、懐中電灯、双
眼鏡（お持ちの方）
・ 8月2日㈫午前8時30分～鳥の博物
館☎7185－2212 ▲ヨシ原のねぐらに入るツバメの群れ

クリーン手賀沼推進協議会　
遊覧船で手賀沼について学ぼう！

　手賀沼の歴史と現状、手賀沼で見られる生き物についてガイドします。
日時　8月9日㈫・23日㈫午前9時～10時、10時30分～11時30分※雨天・強
風中止
場所　手賀沼公園内「湖上園」前集合
定員　各回先着30人※小学生以下は保護者同伴
費用　無料
・ 　8月2日㈫～開催日前日までに手賀沼課
☎7185－1484※家族・グループの場合は代表
者の住所・電話番号、全員分の氏名・年齢が必要

mailto:unakichicup@city.abiko.chiba.jp
https://www.city.abiko.chiba.jp/event/event_moyooshi/unakiticup.html
https://s-kantan.jp/city-abiko-chiba-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=11355
https://youtube.com/c/poppletelevision
https://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/index.html
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