
区分 期日 時間 場所 予約等 申込・問

市民の法律相談

2/9(古)、2/15(総)、2/20(三)、2/23(古) 2/1(木)8時30分～

市民総合窓口課
℡92-3111

3/9(金)

13時～16時40分

市民相談室

3/1(木)
8時30分～

3/15(木) 第2庁舎3階会議室4
3/20(火) 1階相談室1-3
3/23(金) 市民相談室

行政相談 3/14(水) 10時～12時 第2庁舎3階会議室4
税務相談 2月・3月はお休みします。 【問】関東信越税理士会古河支部℡0297-44-8585(柳田)

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
企画課(外国人アットホー

ムin古河)℡92-1404

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

女性相談・家庭児童相談 月～金 8時30分～17時15分 総和庁舎 不要 子ども福祉課℡92-3111

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℡92-7209

心の健康相談 2/15(木) 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
(健診結果の相談等)

2/5(月)
13時30分～14時30分

三和地域福祉センター
要予約 健康づくり課℡48-6883

2/28(水) 健康の駅

障害者相談 2/10(土) 10時～12時 2階視聴覚室3 不要 障がい福祉課℡92-49193/21(水・祝) 13時30分～15時30分 2階研修室1

認知症に関する個別相談 2/13(火) 13時～16時 在宅介護支援センター
「白英荘」(小堤1796-2) 要予約 在宅介護支援センター

「白英荘」℡98-6218

出張年金相談 3/14(水) 10時～14時30分 古河商工会議所
（鴻巣1189-4） 2/14(水)～ 下館年金事務所

℡0296-25-0829

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（ 商工政策課内）不要 古河市消費生活センター

℡23-17182/27(火) 10時～12時
13時～15時 1階相談室1-3

人権生活相談
第2土曜日：辻幸夫相談員
第4土曜日：和井田光司相談員
13時30分～15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(2/12を除く)
9時30分～11時30分
山田幸助相談員

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

2/14・28(水) 
13時30分～15時30分 健康の駅

要予約 古河市社会福祉協議会
℡48-08082/7・21、3/7(水)

13時30分～15時30分 三和地域福祉センター

各種相談のご案内
相談窓口がわからない場合は、 市民総合窓口課相談係℡92-3111(代)へ

関東どまんなかサミット情報　〜栃木・群馬・埼玉の話題〜

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)

住民基本台帳から
総人口 144,480人(＋12)
男 72,977人(＋79)
女 71,503人(－67)
世帯数
 60,858世帯(＋111)
 ( 　)内は前月比

市役所各庁舎案内 人口　　　　(1月1日現在)

加須市(埼玉県)
■スポーツクライミング日本選手
権大会(リード)
　「クライミングのまち」加須市
で、全国から選抜されたトップク
ライマーたちが繰り広げる白熱し
た戦い、最高のパフォーマンスを
ぜひご覧ください。
期日・内容　
3/3(土)男女予選
3/4(日)男女準決勝・決勝
※時間未定。
場所　加須市民体育館
　　　(加須市下三俣590)
問　加須市民体育館
　　℡0480-62-6123

板倉町(群馬県)
■わたらせ自然館をご利用くださ
い
　大谷石造りの米蔵を改築利用し
た、趣きある建物です。板倉東洋
大前駅から渡良瀬遊水地へのアク
セスとしてもご利用ください。館
内では、遊水地を立体模型や植物
のジオラマ展示などで紹介してい
ます。
　また、レンタサイクルの受け付
けもしています。自転車での渡良
瀬遊水地の周遊や町内探訪にお勧
めです。
問　わたらせ自然館
　　℡0276-82-1935

栃木市(栃木県)
■とちぎ文化検定
　テーマは栃木市の歴史や文化。
検定に挑戦して、栃木の魅力を発
見してみませんか。
日時　3/3(土)10時
場所　栃木市役所本庁舎
内容　一般コース『とちぎガイド
ブック』から50題、上級コース
あり
費用　1,000円
申込・問　2/16(金)までに費用
を添えて申し込み
文化課℡0282-21-2495

小山市(栃木県)
■博物館まつり
　マイギリ式火起こし体験、甲

かっちゅう
冑試着、工作コー

ナー、科学実験ショーなど、イベントが盛りだくさ
ん。ぜひお越しください。
日時　3/4(日)10時～15時
場所　小山市立博物館(小山市乙女1-31-7)
問　小山市立博物館℡0285-45-5331

■真っ赤な恋の実見つけよう！【婚活イベント】
～歴史・文化に触れながら完熟トマト狩り体験～
日時　3/17(土)13時～17時　場所　野木町公民館
対象　25歳～45歳の定職を持つ独身男性(野木町在住
者優先)、25歳～40歳の学生でない独身女性
定員　男女各20人　
費用　男性4,000円、女性2,000円
申込期間　2/6(火)～3/5(月)
問　生涯学習課℡0280-57-4177

野木町(栃木県)
　センコー株式会社北関東主管
支店より、ネーブルパークへ時計
塔の寄付。
　古河中央ロータリークラブ(山
本一雅会長)より、道の駅「まく
らがの里こが」へ時計の寄付。
　藤井暢

のぶ
雄
お

さんより、古河歴史
博物館へ旧石器68点の寄付。

寄付

【保留地(宅地)を販売します】

抽選販売(147街区・2区画)
画地番号 面積 単価 販売価格

12 187.28㎡(約57坪) 43,500円/㎡ 8,146,680円
13 274.37㎡(約83坪) 37,400円/㎡ 10,261,438円

申込・問　 区画整理課
※詳細は市公式ホームページ、区画整理課窓口で配
布する「保留地案内書」「保留地売却物件調書」を
ご覧ください。

一般競争入札販売(147街区・4区画)
画地番号 面積 単価 最低販売価格

16 446.81㎡(約135坪) 31,500円/㎡ 14,074,515円
18 1,014.26㎡(約307坪) 38,100円/㎡ 38,643,306円
57 903.20㎡(約273坪) 37,600円/㎡ 33,960,320円
58 907.94㎡(約275坪) 32,200円/㎡ 29,235,668円

※一般競争入札は、最低販売価格を下回らずに最高の価格で
入札した個人・法人を落札者として決定します。

場所　古河駅東部土地区画整理事業地内の保留地
申込期間
一般競争入札：２月13日(火)～23日(金)

［入札日時：３月24日(土)10時］
抽選：２月13日(火)～３月16日(金)

［抽選日時：３月24日(土)11時］
保留地位置図
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