
　

＊医療機関
西：茨城西南医療センター病院(境町2190　℡87-8111)
友：友愛記念病院(東牛谷707　℡97-3000)
赤：古河赤十字病院(下山町1150　℡23-7111)
古：古河総合病院(鴻巣1555　℡47-1010)

＊茨城県救急医療情報システム
ホームページ内にある「小児輪番検索」から、
休日や夜間に子どもの急病時の対応をしている医療機関を探すことができます。

小児救急医療輪番表

＊診療時間
月～土曜日：18時～23時
日曜日・祝日：9時～16時
※実施時間外の受診については、筑波メディカルセンター
病院(℡029-851-3511)でも小児救急に対応しています。
＊対象年齢　
15歳未満

　小児輪番病院は、入院治療を必要とする子どもの救急
医療を行っています。事前に電話でご相談ください。

◆茨城子ども救急電話相談　℡050-5445-2856(受付時間：24時間365日)
　大人を対象とした電話相談も受け付けます
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3～6カ月児健診、9～11カ月児健診
(公費負担)を受けましょう

■ヤクルトわんぱくステーション
期日　7/22㈮～24㈰
問　ヤクルトわんぱくステーション
　　℡23-4120

■ヤンチャ森
期日　7/25㈪
問　ヤンチャ森
　　℡92-9033

子育て広場臨時休館

　乳児一般健康診査受診票を使用して医療機関で受
けられます。
問　 子育て包括支援課℡48-6881

イベント等については、新型コロナウイルスの影響により中止になる場合があります

健康づくり事業　　　　　　　　　　　    問　子育て包括支援課(古河福祉の森会館)℡48-6881各種相談のご案内

   

市役所各庁舎案内
総和庁舎　℡92-3111　〒306-0291古河市下大野2248
古河庁舎　℡22-5111　〒306-8601古河市長谷町38-18
三和庁舎　℡76-1511　〒306-0198古河市仁連2065
健康の駅　℡92-5771　※各課に直通電話があります。

　　　　　　〒306-0221古河市駒羽根1501
古河福祉の森会館　℡48-6882　

　　　　　　　　　　〒306-0044古河市新久田271-1
開庁時間：月～金曜日、8時30分～17時15分(祝日・年末年始を除く)
◆古河市へのご提案等は、右の送信フォームからも
　受け付けています。

相談窓口がわからない場合は、 秘書広聴課℡92-3111(代)へ
区分 期日 時間 場所 予約 申込・問

市民の法律相談

8/12㈮
13時～16時40分
※相談時間は1人30分
まで。

1階会議室102 要予約
8/1㈪8時30分～
※同じ案件での再
相談はできません。
※各日7枠。 秘書広聴課℡92-3111

8/18㈭ 4階会議室E
8/23㈫ 3階会議室A
8/26㈮ 1階会議室102

行政相談 8月はお休みします

税務相談 8/9㈫ 13時30分～16時30分 1階会議室102 要予約7/13㈬～
9時～16時

関東信越税理士会古河支部
℡0297-44-7650(奥村)

在住外国人
生活相談 月～金

9時30分～11時30分
13時30分～16時30分 ふるさと館 母国語での相談の

み要予約
外国人アットホームin古河
( 企画課内)℡92-1404

8時30分～17時15分 要相談 要予約 古河市国際交流協会事務局
( 企画課内)℡92-3111

女性相談・家庭児童相談 月～金 8時30分～17時15分 古河福祉の森会館 不要 子育て包括支援課℡48-6884

DV相談 月～金 9時～17時 非公開 要予約 古河市配偶者暴力相談支援
センター℡48-2280

心の健康相談 7/21㈭ 13時～15時 健康の駅 要予約 健康づくり課
℡48-6883

知って得する
健康相談 8/2㈫ 10時30分～14時15分 古河福祉の森会館 要予約 健康づくり課

℡48-6883
就学相談 月～金 8時30分～17時15分 指導課 要予約 指導課℡22-5111
障がい者相談 7/29㈮ 13時30分～15時30分 コスモスプラザ会議室1 不要 障がい福祉課℡92-4919

ひきこもり相談 月～金 9時～17時
健康の駅

要予約
福祉推進課℡92-5771

三桜工業古河オフィス2階
(本町4-2-27)

さんぽ相談室
℡090-3407-9599

認知症・高齢者に関する
個別相談 月～金 8時30分～17時 地域包括支援センター

古河・総和・三和 要予約
古河℡23-6517
総和℡23-5661
三和℡77-1901

出張年金相談
7/20㈬

10時～14時30分 古河商工会議所
（鴻巣1189-4）

6/20㈪～ 下館年金事務所
℡0296-25-08298/17㈬ 7/19㈫～

消費生活相談 月～金 9時～12時
13時～16時

古河市消費生活センター
( 商工観光課内) 不要 古河市消費生活センター

℡23-1718

人権生活相談 第2・4土曜日
9時30分～11時30分 隣保館 要予約 隣保館℡48-1989

広域隣保人権生活相談
月・木(7/18を除く)9時30分～11
時30分、山田幸助相談員 1階市民相談室

要予約 隣保館℡48-1989
火・木・金、10時～12時
峯和代相談員 第2庁舎

生活困窮者相談
(就労支援) 月～金 8時30分～17時15分 古河市生活支援センター

(健康の駅内) 要予約 古河市生活支援センター
℡92-7017

心配ごと相談 毎週水曜日 13時30分～15時30分
1階市民相談室/三和

地域福祉センター(会場
輪番)

要予約 古河市社会福祉協議会
℡48-0808

　サンワ設計株式会社から
ネーム入りテント9張りの寄
付。

寄付人口 (6月1日現在)

住民基本台帳から
総人口 141,174人(＋65)
男 71,178人(＋45)
女　　　 69,996人(＋20)
世帯数
 63,534世帯(+187)
 ( 　)内は前月比

乳幼児健康診査 対象 場所 期日 受付時間

1歳6カ月児健診
R2年11月21日～12月27日生

健康の駅
7/20㈬

※対象者には案内を
個別通知します。

R2年12月28日～R3年1月28日生 8/3㈬
R2年12月16日～R3年1月25日生 古河福祉の森会館 8/10㈬

3歳児健診
H31年1月5日～2月8日生 古河福祉の森会館 7/15㈮
H31年2月5日～3月16日生 健康の駅 7/27㈬

相 談 内容 場所 期日 時間

5カ月児相談 身体計測、離乳食の話、ふれあい遊び、育児
相談(母子健康手帳、問診票、バスタオル持参)

古河福祉の森会館 7/19㈫ ※対象者に
は案内を個
別通知しま
す。

三和地域福祉センター 7/26㈫

健康の駅 8/2㈫

発達相談
(予約制)

言葉が遅い、身体の動きが気になる等、乳幼
児の心理や発達に関する個別相談

古河福祉の森会館 8/17㈬ 9時20分～
16時30分健康の駅 8/23㈫

妊娠・子育て
相談いちごのわ
(予約制)

妊娠・産後の相談、育児相談、身体計測
［母子健康手帳、バスタオル(2歳未満のみ)持参］三和地域福祉センター 7/26㈫ 9時30分～

教 室 内容 場所 期日 時間 申込期間
パパママクラス
(予約制)
定員13組［多数抽選］

子育てについての講話、赤ちゃんのお風呂入
れ体験
(母子健康手帳、筆記用具、エプロン持参)

健康の駅 8/21㈰ 9時30分～
11時 7/20㈬～8/3㈬

日 月 火 水 木 金 土
7/1 2
赤 西

3 4 5 6 7 8 9
友 西 西 西 西 赤 西
10 11 12 13 14 15 16
西 西 古 西 西 赤 西
17 18 19 20 21 22 23
友 西 古 西 西 赤 西
24 25 26 27 28 29 30
赤 西 古 西 西 赤 西
31 8/1 2 3 4 5 6
友 西 西 西 西 赤 西


