
  ▼  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

２月18日㈪
３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

２月15日㈮
３月１日㈮
３月８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 ２月22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

２月25日㈪
３月11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 ２月20日㈬ 13:00 ～ 15:00

※祝日は
除きます

有
料
広
告
欄

ふれあい市開催
2/10日㈰10時～15時

いきいき交流館（家具、手作り品）
ワークパル七尾（野菜、着物、フリマーケット）
＊冬物衣料50％オフセール開催＊

竹垣づくり講座開催
（座学、実技） 

＜仕事のお手伝い致します。＞
雪どかし、竹垣づくり・修繕、
不用品の処分、家事援助など

（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
ホームページからも仕事の依頼ができます！

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 毎週火曜日 17:30 ～ 19:30

（※祝日は除きます）

場所：ワークパル七尾
定員20名　 参加無料 
10：00 ～ 12：00

縄の縛り
方など



　七尾市成人式は、新成人が実
行委員会を組織して、企画か
ら実施までを行っている。「一
生に一度の思い出に残る成人
式！」を合言葉に、新成人たち
は８月から趣向を凝らした内容
を計画。このような取り組みを
実施してから、出席率は９割を
超えている。県内自治体でもダ
ントツの出席率である。素晴ら
しい取り組みと結果を残す七尾
市成人式。七尾市の誇れるもの
を、また一つ見つけた。（高木）

　この時期七尾には、ブリや能
登かき、タラなどの海の幸が豊
富にある。県外の人から「能登
はこんなおいしい食材があって
うらやましい。ＰＲが足りない
のではないか」などの意見をよ
くいただく。七尾のよさが十分
に伝わっていないことがとても
残念だ。ＰＲ活動には、七尾独
自ではなくオール能登としての
戦略が必要。そして、読者の皆
さんも「わがまち」をぜひ売り
込んでほしい。(本田)

編集後記
1月18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。

２月９日㈯ ２月16日㈯ ２月23日㈯ ３月２日㈯

小丸山台あおぞら薬局
℻52-9890
藤橋町

ふじはしまち薬局
℻57-5363
藤橋町

日本調剤小丸山薬局
℻52-7818
小丸山台

よつば薬局
℻74-2201

中能登町良川

ノートパソコン

69,800円
VAIO専門
スタッフ常駐

OS: Windows7 Home Premium
CPU: Core  i3  メモリ：約４GB
HDD: 約640GB
ディスプレ： 14型ワイド
ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
Office:Home  and Business2010

台数限定特価
２０１３年度コース 生徒募集

52-7337
小丸山教室

無料体験
レッスン実施中 !
・英会話、読み書き（多読学習）
・英検、TOEIC資格対策
・２才児～高校生（大人）まで
お気軽にお問い合わせください

ウォルシュ千鶴・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

２月10日
㈰

今井歯科医院
☎52-2684
小丸山台

七尾らいふ薬局
℻52-3507
藤橋町

山田産婦人科医院
☎52-3035 恵寿総合病院

☎52-3211
富岡町森クリニック

☎54-8688

２月11日
（月・祝）

木元歯科クリニック
☎53-5151
北藤橋町

さくら薬局七尾店
℻52-9381
小丸山台

国下整形外科医院
☎54-0131 さはらファミリークリニック

☎62-3765
石崎町さはらファミリークリニック

☎62-3765

２月17日
㈰

石橋歯科医院
☎52-0875
馬出町

中山薬局パトリア店
℻54-0738
御祓町

清水眼科医院
☎52-6383 公立能登総合病院

☎52-6611
藤橋町今井医院

☎77-1215

２月24日
㈰

梅歯科医院
☎53-5544
山王町

シメノドラック七尾西薬局
℻52-8356
国分町

八野田整形外科医院
☎54-0811 やまざきクリニック

☎53-4976
つつじが浜浜岡整形外科クリニック

☎62-8050

３月３日
㈰

深尾歯科医院
☎53-6385
本府中町

ななお調剤薬局
℻52-8155
国分町

とね内科医院
☎53-3331 さはらファミリークリニック

☎62-3765
石崎町なかお内科医院

☎74-2132

寒かった冬ももうすぐ
終わり…。

寒さで調子が悪くなる
給湯器や洗浄便座
ご相談下さい！

＊コメリオリジナル商品＊
石川県にぞくぞく設置中！
便座からキッチンまで
パック工事もご提案！

雪の被害でていませんか？
外壁補修 / 雨樋補修
屋根瓦葺き替え

お気軽にご相談下さい！！
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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


