
16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

 ６月20日（月）
　７月４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

 ６月17日（金）
　７月１日（金）
　７月８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  ６月24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

 ６月13日（月）
 ６月27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  ６月20日（月） 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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環境安全課　☎ 53-8421

　品物をゆずりたい人、ゆずって
ほしい人は、ご連絡ください。
（電化製品は除く）
※無料のものに限ります。
 　　　　　（５月20日現在）

　登山靴(男性用26cm)、ベビー
シューズ(14～16cm)、ベッドメ
リー、搾乳機、ゴルフシューズ(女
性用24.5cm)、女の子洋服(130・
150・160cm、140cm～)、ベビー
カー、チャイルドシート、御祓
中学校制服(半袖・長袖シャツ
170cm、夏スカート60cm)

ゆずります

　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)、東雲
高校学生服(女子用、LL、夏・
冬用両方)、洋服(女の子用90～
100cm)、電子ピアノ、市内小学
校制服(男女両方・サイズ不問)

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☆

　表紙に掲載した「Ｐｒｏｕｄ！
Ｊａｐａｎ」（プラウドジャパン）
は「誇り高き日本」という意味。「大
震災の中でも周囲を気遣い、助け
合う被災地の人たちや命がけで救
援活動に励む人たちは日本の誇
り。みんなで応援しよう」と全国
各地の広報誌などで呼びかけよう
という運動。
　大震災は決して他人事ではな
い。私たち一人ひとりが今できる
ことからはじめよう。　（寺田）
　
　今回、取り上げた辻孝夫さん。
取材してすごいと思ったのは、七
尾に在住していて、七尾にタッチ
ラグビーチームがないにも関わら
ず、日本代表となったことだ。住
んでいるところに、タッチラグ
ビーの環境がないのに日本代表に
なれたのは、辻さんの強い気持ち
だと取材を通して感じた。この取
材から、何ごとにも強い気持ちで
取り組むことを、辻さんが再認識
させてくれた。　　（高木）　

編集後記

６月11日（土） ６月18日（土） ６月25日(土) ７月２日(土)

瀬川薬局
℻ 53-3557

万行あおぞら薬局
℻ 52-8932

坂本薬局
℻ 53-0026

つじ薬局
℻ 62-4044

健康推進課　☎ 53-3623
５月 20 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

６月12日
（日）

田鶴浜歯科医院
☎ 68-6101

ウラベ薬局
℻ 53-3920

北村病院
☎ 52-1173 やまざきクリニック

☎ 53-4976浜岡整形外科クリニック
☎ 62-8050

６月19日
（日）

戸代原歯科
☎ 53-1075

七尾駅前あおぞら薬局
℻ 52-9310

うおぎし医院
☎ 52-1123 国立七尾病院

☎ 53-1890毛利医院
☎ 77-1505

６月26日
（日）

浜岸歯科医院
☎ 52-5115

ペンギン薬局
℻ 53-8110

国下整形外科医院
☎ 54-0131 恵寿総合病院

☎ 52-3211山﨑医院
☎ 62-2209

７月３日
（日）

恵寿歯科
☎ 53-6155

あさひ薬局
℻ 57-8155

桑原母と子クリニック
☎ 52-4103 桜井小児科医院

☎ 53-3355森クリニック
☎ 54-8688

七尾市休日当番医 検索




