
14広報ななお

相談の種類 主な内容 場所 相談日 時間
 行政困りごと相談
 相談担当者：行政相談委員

 国・県・市などの行政機関に
 対する意見や要望など

本庁
市民相談室

 ５月16日（月）
　６月６日（月） 10:00 ～ 12:00

 市民くらしの相談
 相談担当者：民生児童委員、人権擁護委員

 日常生活の困りごと、人権相
 談  毎月第 1～第４水曜日 10:00 ～ 12:00

13:00 ～ 15:00

 法律相談（予約制・先着 5人）
  相談担当者：弁護士

 借家・借地・金銭貸借・多重債務・         
 相続・離婚などの法律問題

 ５月13日（金）
　５月20日（金）
　６月３日（金）

13:00 ～ 15:30

 登記相談（予約制・先着 4人）
  相談担当者：司法書士、土地家屋調査士

 相続・登記・財産管理・多重
 債務・土地の境界について  ５月27日（金） 13:00 ～ 15:00

 消費生活相談
  相談担当者：消費生活専門相談員、担当職員 

 悪質商法などの消費トラブル  毎週月～金曜日   9:00 ～ 17:00          

 クレ・サラ相談（予約制・先着５人）
  相談担当者：弁護士

 クレジット会社やサラ金の
 借入・連帯保証など金銭問題

 ５月９日（月）
 ５月23日（月） 13:30 ～ 16:00

 行政・市民くらしの相談
 相談担当者：行政相談委員、人権擁護委員

 行政相談、人権相談、日常生
　活の困りごと  各市民センター  ５月20日（金） 13:00 ～ 15:00

 女性なんでも相談
 相談担当者：専門相談員

 女性の悩み・ＤＶなど
 （電話相談有り☎52-7830）

 パトリア５階
 フォーラム七尾

 毎月第１～第４
 火・金・土曜日 13:00 ～ 17:00

 結婚相談
  相談担当者：七尾市認定結婚相談員（縁結び ist）

 結婚に関する相談
 ミナ．クル３階
 あい・あい・あい内  毎週水・土曜日 17:30 ～ 19:30

 児童・ひとり親・女性相談
  相談担当者：担当職員

 養育・家庭生活・DVなど
 ミナ．クル２階
 第１相談室、
 各市民センター

 毎週月～金曜日   9:00 ～ 17:00         

 親と子のなんでも電話
 相談室（オアシスライン）

 対象：小中高校生およびその保護者
 内容： 悩んでいること、困っていること   
         　などなんでも

 　　　 ―  毎週月～金曜日 13:00 ～ 16:00        

ミナ．クル２階　子育て支援課　☎ 53-8419

親と子のなんでも電話相談室　☎ 52-0783

市 民 相 談 ※祝日は
除きます

CONSULT  INFORMATION

市民男女協働課　☎ 53-1112
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HOLIDAY  MEDICAL  INFORMATION

環境安全課　☎ 53-8421

　品物をゆずりたい方、ゆずっ
てほしい方は、ご連絡くださ
い。（電化製品は除く）
※無料のものに限ります。
 　　　　　（4月18日現在）

　ベビーベッド、ドレッサー
（一面鏡）、ベビーカー（Ｂ
型）、三輪車（女の子用）、
ミシン、登山靴（男性用・
26cm）、ベビー服（90～100
ｃｍ）、ベビーシューズ（14～
16cm）、ベッドメリー

ゆずります

　ベースギター、三輪車（男の
子用）、自転車（子ども用）、
電子ピアノ、木登り機（枝打
用）、着物（振袖・訪問着・
帯）、机、男児ズボン・体操服
上下（西湊保育園用）、自転車
（大人用）、ベビーカー（Ａ
型）

ゆずってください

　品物についてお問い合わせいた
だいた後は、成立、不成立、取消
の場合もご連絡をいただきますよ
うご協力をお願いいたします。

☆皆さんにお願い☆

　東日本大震災後、市役所へ義援
金などを届けてくれる人の姿を多
く目にした。中には「テレビを見
ていてかわいそうでいられなかっ
た。こんなことしかできなくて」
と申し訳なさそうに義援金を手渡
す高齢者の姿も。自らの大切な蓄
えを被災地へ届けようと、わざわ
ざ足を運んでくれたと思うと胸が
熱くなる。「思う」ことと「動く」
こととは大きく違う。今できるこ
とからはじめよう。（寺田）

　いよいよ平成 23 年度がスター
ト！真新しい制服と黄色いカバー
付きのランドセルを担いだピカピ
カの小学 1年生。真新しい自転車
に乗った中学 1年生。真新しい濃
紺のスーツを身にまとった新社会
人など、全てが真新しいものに変
わったかのように感じるのが春。
　しかし、被災地ではどうなのか
気になる。毎年、春を迎えると
ウキウキするものだが、今年は
ちょっと違った感じが…（高木）

編集後記

５月７日（土） ５月14日（土） ５月21日(土) ５月28日(土) ６月４日(土)
ななお調剤薬局
℻ 52-8155

あおぞら七尾薬局
℻ 54-8988

中島薬局
℻ 72-3370

おおなり薬局
℻ 54-8087

中山薬局
℻ 52-1382

健康推進課　☎ 53-3623
4 月 18 日現在 

休日当番薬局（土）

※当番薬局へ行く場合は、事前に電話連絡（各店共通携帯電話 090-1310-3909）をしてください。
    また、開局時間以外も対応しますので、事前に電話連絡をしてください。   

休日歯科当番医
9：00 ～ 12：00

休日当番薬局
9：00 ～ 12：00( 開局時間）

休日在宅当番医
9：00 ～ 12：00

小児休日当番医
9：00 ～ 12：00

５月８日
（日）

室木歯科口腔外科医院
☎ 66-0489

クスリのアオキ小島薬局
℻ 52-2721

やまもと眼科クリニック
☎ 52-0250 桜井小児科医院

☎ 53-3355かじ内科クリニック
☎ 76-0002

５月15日
（日）

マツモト歯科医院
☎ 53-4180

あおぞら薬局中島店
℻ 66-8888

やちクリニック
☎ 54-8833 やまざきクリニック

☎ 53-4976辻口医院
☎ 66-0118

５月22日
（日）

三井歯科クリニック
☎ 68-6877

コトブキ薬局
℻ 52-8114

浜野クリニック
☎ 52-3261 恵寿総合病院

☎ 52-3211藤田医院
☎ 0767-26-1021

５月29日
（日）

さき川歯科医院
☎ 68-3838

みそぎ薬局
℻ 52-8281

とね内科医院
☎ 53-3331 公立能登総合病院

☎ 52-6611たかざわ整形外科クリニック
☎ 66-0008

６月５日
（日）

木山歯科医院
☎ 66-1878

モリ薬局
℻ 53-4656

山田産婦人科医院
☎ 52-3035 桜井小児科医院

☎ 53-3355おくむら内科胃腸科医院
☎ 57-0753

七尾市休日当番医 検索




