
区分 期日 時間 場所 予約等 申込・問

市民の法律相談

3/9(古)、3/15(総)、3/20(三)、3/23(古) 3/1(木)8時30分～

市民総合窓口課
℡92-3111

4/13(金)

13時～16時40分

1階市民相談室
4/2(月)
8時30分～

4/17(火) 1階相談室1-3
4/19(木) 第2庁舎3階会議室4
4/27(金) 1階市民相談室

行政相談 3/14(水) 10時～12時 第2庁舎3階会議室4 3/1(木)8時30分～
4月はお休みします。

税務相談
3月はお休みします。 関東信越税理士会古河支部

℡0297-44-8585(柳田)4/10(火) 13時30分～16時30分 1階市民相談室 予約制
9時～16時

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 3/15(木) 13時～15時 健康の駅 要予約 健康づくり課℡48-6883

障害者相談 3/21(水・祝) 13時30分～15時30分 2階研修室1 不要 障がい福祉課℡92-49194/21(土) 3階会議室1

認知症に関する個別相談 3/13(火) 13時～16時 高齢者サポートセンター
三和(仁連2228-7) 要予約 高齢者サポートセンター

三和℡77-1901

出張年金相談 4/18(水) 10時～14時30分 古河商工会議所
（鴻巣1189-4） 3/19(月)～ 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
℡23-17183/27(火) 10時～12時

13時～15時 1階相談室1-3

人権相談 3/14(水) 13時～15時 1階市民相談室 要予約 人権・男女共同参画室
℡92-31111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　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 3/14・4/4(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
℡48-08083/7・28(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 144,466人(－14)
男 72,941人(－36)
女 71,525人(＋22)
世帯数
 60,908世帯(＋50)
 ( 　)内は前月比

市役所各庁舎案内 人口　　　　(2月1日現在)

加須市(埼玉県)
■第19回全国高等学校女子硬式
野球選抜大会
　16都道府県から24チームが集結
し熱戦を繰り広げます(観覧無料)。
日時　3/27(火)～4/3(火)
　　　［予備日：4/4(水)］
※開会式は3/27(火)8時30分。試
合開始時間など詳細は問い合わせ
ください。
場所　加須市民
　　　運動公園
　　　野球場
　　　(加須市下三俣590)
問　加須市民体育館
　　℡0480-62-6123

板倉町(群馬県)
■さくらウオーク
～いたくら再発見ウオーキング～
　11㎞のチャレンジコースと6㎞
のスタンダードコースがあります。
春のいたくらを楽しみながらウオー
キングをしてみませんか。
期日　4/8(日)
集合場所　板倉中央公園グラウン
ド芝生広場
費用　100円
申込期間　3/1(木)～25(日)
問　板倉町海洋センター
　　℡0276-82-0858

栃木市(栃木県)
■みかも山公園
かたくりの花の見頃
　渡良瀬遊水地のヨシ焼きの頃、
みかも山の山麓で、可

か

憐
れ ん

なかたく
りの花が薄紫色の絨

じゅう

毯
た ん

のように咲
き誇ります。麓のとちぎ花セン
ターやいわふねフルーツパークと
あわせてお楽しみください。
時期　３月中旬～下旬
場所　県営みかも山公園東口(栃
木市岩舟町下津原)駐車場から徒
歩約10分
問　岩舟産業振興課
　　℡0282-55-7764

小山市(栃木県)
■篠

し の づ か

塚初
は つ う ま

午祭
さ い

　「飾り馬」と呼ばれる神
し ん

馬
め

が村中を練り歩きます。
流
や ぶ さ め

鏑馬や太
だ い だ い

々神
か ぐ ら

楽奉納も必見です。
日時　3/11(日)9時頃から
場所　篠塚稲荷神社
　　　(小山市大本615)
問　生涯学習課
　　℡0285-22-9826

■フラワーカーペットの制作ボランティア募集
　野木町煉

れ ん

瓦
が

窯
が ま

で、関東最大級の花絵を描く「花と
レンガのまち」野木フラワーカーペット2018を開催。
活動日時　４/28(土)８時～14時30分頃
対象　４歳以上
定員　200人程度
申込期限　３/20(火)
※申込方法など詳細は問い合わせください。
問　野木町デスティネーションキャンペーン実行委
員会事務局(産業課内)℡0280-57-4153

野木町(栃木県)

市有財産(土地)の売り払いを行います

所在 地積 地目 区域区分 予定価格(最低入札額)

下辺見3013番 177.68㎡ 宅地

市街化区域

5,596,000円

上辺見3445番 153.59㎡ 宅地 5,037,000円

本町一丁目1505番23 165㎡ 雑種地 7,623,000円

売払方法　一般競争入札
様式配布　3月5日(月)～19日(月)
受付　3月5日(月)～19日(月)
入札日時　4月18日(水)14時　
入札場所　総和第2庁舎3階会議室2

その他　入札保証金：入札額の5％以上
　　　　契約保証金：契約額の10％以上
※契約に係る費用および取得に係る公課費等は落
札者の負担となります。詳細は問い合わせください。
申込・問　 財産活用課

　茨城県高圧ガス保安協会猿島
地方支部より、古河第四小学校
へSIセンサーコンロ10台の寄
付。

寄付
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