
  ▼  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

10月15日㈪
11月５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

10月12日㈮
11月２日㈮
11月９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 10月26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 10月22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 10月22日㈪ 13:00 ～ 15:00

※祝日は
除きます

有
料
広
告
欄

大ふれあい市大ふれあい市
開　　催開　　催

どなたでも気軽にお越し下さい。

10月13日㈯、14日㈰
☆いきいき交流館
　　　　（リボン通り旧あかどめ）

☆リサイクルショップ
　リボン店　（大手町入口）

  めった汁振舞い 12：00 ～
 （14日のみ、先着100名様）
 フリーマーケット　　　
 会員作品展開催　　　　
 （書画、盆栽、手作り品等）

ホームページにも掲載しております
http://www/sjc.ne.jp/nanao

（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

  めった汁振舞い 12：00 ～
 （14日のみ、先着100名様）
 フリーマーケット　　
 会員作品展開催　　　
 （書画、盆栽、手作り品等）
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【 】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 毎週火曜日 17:30 ～ 19:30

（※祝日は除きます）



　今年の夏は、これまでにない
異常気象だったことを思い出
す。35℃を超える日が続き、９
月中旬になっても36℃を記録。
反して、９月末には、10月中旬
の気温を記録。今年の異常気象
はただものではない。しかし、
自然界はすごい。ちゃんと季節
を感じている。スーパーには、
新米やアオリイカなど、ちゃん
と秋の味覚が並ぶ。体調管理は
食から！私の疲労回復方法は地
元産を食することです。（高木）

　日本五大山城の一つ、七尾城
に久しぶりに登った。本丸から
は、波穏やかな七尾湾や能登島
大橋、奥能登まで見渡せ、夜景
もきれいだ。北海道では、夜景
を観光資源にして、まちおこし
に成功している場所がある。七
尾でも出来るのではと思ってい
るが、具体的にどうすれば出来
るのか悩んでいる。七色でライ
トアップしたり、ろうそくの火
を並べたりなど、考えているが
実現は難しそう。（本田）

編集後記
9月20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。   

10月13日㈯ 10月20日㈯ 10月27日㈯ 11月３日（土・祝）

コトブキ薬局
℻52-8114
桜町

みそぎ薬局
℻52-8281
小島町

中山薬局
℻52-1382
生駒町

ウラベ薬局
℻53-3920
鍛冶町

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

10月14日
㈰

梅歯科医院
☎53-5544
山王町

おおなり薬局
℻54-8087
大和町

横山内科皮膚科医院
☎53-0524　御祓町 やまざきクリニック

☎53-4976
つつじが浜毛利医院

☎77-1505　中能登町小田中

10月21日
㈰

せいとく歯科医院
☎52-2510
富岡町

モリ薬局
℻53-4656
桧物町

北村病院
☎52-1173　御祓町 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　中島町

10月28日
㈰

マダチ歯科医院
☎57-3600
飯川町

瀬川薬局
℻53-3557
鍛冶町

岡田胃腸科外科クリニック
☎53-7211　万行町 恵寿総合病院

☎52-3211
富岡町藤田医院

☎0767-26-1021　羽咋市大町

11月３日
（土・祝）

大森歯科医院
☎53-0343
府中町

ウラベ薬局
℻53-3920
鍛冶町

とね内科医院
☎53-3331　山王町 桜井小児科医院

☎53-3355
亀山町山﨑医院

☎62-2209　石崎町

11月４日
㈰

和倉歯科クリニック
☎62-2244
石崎町

ペンギン薬局
℻53-8110
御祓町

浜野クリニック
☎52-3261　小島町 さはらファミリークリニック

☎62-3765
石崎町おくむら内科胃腸科医院

☎57-0753　下町

安心と信頼の
コメリにお任せ！
お見積りは無料です

お気軽にご相談ください

＊コメリオリジナル商品＊
システムキッチン

ウォシュレット一体形便器
物置・カーポート・テラス等
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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


