
  ▼  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

４月16日㈪
５月７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

４月20日㈮
５月11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 ４月27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 ４月23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 ４月20日㈮ 13:00 ～ 15:00

※祝日は
除きます

有
料
広
告
欄

お助け隊登場
短時間のこまごまとした
仕事引き受けます。

１回２千円（1時間以内）

★働く仲間募集しています
★ご利用下さい
　引越し、ゴミ処分、家の清掃
　樹木剪定、草刈・除草

ふれあい市の開催
4/8（日）10時～16時
場所　ワークパル七尾

リサイクル品、家具、陶芸、漆器類、
日用雑貨、衣類着物、野菜・手作り
販売、フリーマーケットなど

（公社）七尾市シルバー人材センター
℡52-4680

「社団法人」から「公益社団法人」へ変わりました。
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  ▼  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）



　皆さんは「能登和倉万葉の里
マラソン」にかかわりました
か。ランナーにとって、沿道か
らの声援が元気の源。他人同士
が笑顔を交わす姿に心が温かく
なる。マラソンはランナーが楽
しむイメージが強いかもしれな
いが、応援する人が楽しんでい
るのも事実。そんな小さな心の
交流が「七尾ファン」を増やす
ことにつながるのでは。市民あ
げて、魅力あふれる七尾市をつ
くりたいものです。　（寺田）

　すごいプレッシャーになって
いた「能登和倉万葉の里マラソ
ン」。今回は広報誌の取材プラ
ス、走りながら感じたことを、
フェイスブックにその場で投稿
するなど、初めての試みをやっ
てみた。大変かはやってみない
とわからないとチャレンジして
みたが、予想以上にしんどかっ
た。しかし、投稿に対しての反
響はすごく良く、自分自身の励
みにもなり、再び広報誌制作の
やる気に火がついた。 ( 高木 )

編集後記
３月21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。   

4月14日㈯ 4月21日㈯ 4月28日㈯ 5月5日㈯

中島薬局
℻72-3370

あおぞら七尾薬局
℻54-8988

おおなり薬局
℻54-8087

瀬川薬局
℻53-3557

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

4月15日
㈰

恵寿歯科
☎53-6155

コトブキ薬局
℻52-8114

田中内科クリニック
☎57-5660 やまざきクリニック

☎53-4976かじ内科クリニック
☎76-0002

4月22日
㈰

浜岸歯科医院
☎52-5115

あおぞら薬局 中島店
℻66-8888

みばやし眼科
☎54-0384 公立能登総合病院

☎52-6611辻口医院
☎66-0118

4月29日
㈰

戸代原歯科
☎53-1075

みそぎ薬局
℻52-8281

三林内科･胃腸内科医院
☎54-0350 桜井小児科医院

☎53-3355今井医院
☎77-1215

4月30日
（月・祝）

今井歯科医院
☎52-2684

中山薬局
℻52-1382

北村病院
☎52-1173 さはらファミリークリニック

☎62-3765さはらファミリークリニック
☎62-3765

5月3日
（木・祝）

木元歯科クリニック
☎53-5151

モリ薬局
℻53-4656

岡部内科クリニック
☎52-3007 恵寿総合病院

☎52-3211安田医院
☎72-2027

5月4日
（金・祝）

深尾歯科医院
☎53-6385

ウラベ薬局
℻53-3920

やまもと眼科クリニック
☎52-0250 公立能登総合病院

☎52-6611浜岡整形外科クリニック
☎62-8050

5月5日
（土・祝）

梅歯科医院
☎53-5544

瀬川薬局
℻53-3557

荒井皮膚科医院
☎53-0134 さはらファミリークリニック

☎62-3765毛利医院
☎77-1505

5月6日
㈰

石橋歯科医院
☎52-0875

坂本薬局
℻53-0026

清水眼科医院
☎52-6383 桜井小児科医院

☎53-3355浜野西病院
☎52-3262

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
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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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