
		▼	 	市民男女協働課　☎53-1112
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21日㈪
６月４日㈪ 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18日㈮
６月１日㈮ 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25日㈮ 13:00 ～ 15:00

消費生活相談
	相談担当者：消費生活相談員、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14日㈪
５月28日㈪ 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21日㈪ 13:00 ～ 15:00

※祝日は
除きます

有
料
広
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ふれあい市開催
夏物用品取り揃えております。

是非足をのばして下さい。

5/13（日）10時～ 15時
　場所　ワークパル七尾（職安の裏）

簡単な菊作り講習
どなたでも参加できます。

定員15名　花代500円
9：30 ～ 11：30（事前申込み）

お助け隊登場!!
日常のちょっとした作業（電球
取替、家具の移動や模様替えな
ど ）1回 2,000円（1時 間 以 内 ）
で「お助け隊」が引き受けます。

（公社）七尾市シルバー人材センター
七尾市小島町西部1番3

℡52-4680

12広報ななお

【 】市 民 相 談
CONSULT  INFORMATION

		▼	 	ミナ．クル２階　子育て支援課　☎53-8419

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）☎ 52-0783

	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								

		▼	 	男女共同参画室（フォーラム七尾）　☎52-5222

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 	パトリア５階
	フォーラム七尾 毎週火・土曜日 17:30 ～ 19:30

（※祝日は除きます）



　前任者の寺田さんから本田君
に代わり、新たな気持ちで広報
制作をしていきますので、よろ
しくお願いします。今月号に掲
載した能登島中学校の閉校式。
参加者の感極まる姿が印象的
だった。中学校や校歌がなくな
ることは非常に寂しい。私も母
校がなくなりその気持ちがわか
る。教育環境の変化や少子化の
流れで仕方がない。これからの
子どもの教育環境が良くなるこ
とを信じ、前に進まねば……。

（高木）
　今年４月から広報の担当をさ
せていただく本田です。普段何
気なく見ていた広報ななおです
が、自分が作ってみると文字の
位置、写真の撮り方、文書表現
など細かいことが多く、大雑把
な自分としては、作るのにとて
も苦労しています。先輩方のよ
うに読みやすく・正確な文書を
作るため、これから興味がなく
ても本や新聞をしっかり読み、
上手な文書が作れるようにがん
ばります。 　　 （本田）

編集後記
４月17日現在

休日当番薬局　㈯

※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。	 	 	

5月12日㈯ 5月19日㈯ 5月26日㈯ 6月2日㈯

万行あおぞら薬局
℻52-8932
万行町

ペンギン薬局
℻53-8110
御祓町

つじ薬局
℻62-4044
和倉町

小丸山台あおぞら薬局
℻52-9890
藤橋町

使える英語を身につけよう！

52-7337

小丸山教室
七尾市小丸山台 2-51

（小丸山小学校・七尾美術館そば）

ウォルシュロブ

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13日
㈰

せいとく歯科医院
☎52-2510
富岡町

七尾駅前あおぞら薬局
℻52-9310
神明町

うおぎし医院
☎52-1123 恵寿総合病院

☎52-3211
富岡町なかお内科医院

☎74-2132

5月20日
㈰

大森歯科医院
☎53-0343
府中町

あさひ薬局
℻57-8155
千野町

横山内科皮膚科医院
☎53-0524 公立能登総合病院

☎52-6611
藤橋町高沢内科医院

☎66-0007

5月27日
㈰

いしがきファミリー歯科
☎52-5250
本府中町

はせがわ薬局
℻76-2160
中能登町井田

国下整形外科医院
☎54-0131 やまざきクリニック

☎53-4976
つつじが浜藤田医院

☎0767-26-1021

6月3日
㈰

守友歯科医院
☎53-1320
神明町

七尾らいふ薬局
℻52-3507
藤橋町

岡田胃腸科外科クリニック
☎53-7211 公立能登総合病院

☎52-6611
藤橋町たかざわ整形外科クリニック

☎66-0008
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【 】休 日 医 療 情 報
HOLIDAY  MEDICAL  INFORMATION

健康推進課　☎53-3623 七尾市休日当番医 検索
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