
  ▼  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

３月18日㈪
４月１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

３月15日㈮
４月５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 ３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

３月25日㈪
４月８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 ３月21日㈭ 13:00 ～ 15:00

※祝日は
除きます

有
料
広
告
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ふれあいの集い開催ふれあいの集い開催
3/9日㈯  9時～15時
注 今回は土曜日開催となります。

　 場所：ワークパル七尾

＊どなたでもお越し下さい＊

9：00～ サークル展示発表会9：00～ サークル展示発表会
 （大正琴、書道） （大正琴、書道）
 カラオケ大会（申込者） カラオケ大会（申込者）

11:30 ～ つきたて餅、めった汁進呈11:30 ～ つきたて餅、めった汁進呈
 （先着100名）、 （先着100名）、
 焼き牡蠣　販売 焼き牡蠣　販売

13:00 ～ 御供田幸子ショー13:00 ～ 御供田幸子ショー

（婆ちゃんコントで有名）（婆ちゃんコントで有名）

「大ゆずりあい市」
９:00～15:00９:00～15:00
 リサイクル品、新鮮野菜 リサイクル品、新鮮野菜
 サークル会員手作品販売 サークル会員手作品販売
 感謝祭「着物、陶器類半額セール」 感謝祭「着物、陶器類半額セール」

（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
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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）



　皆さんは、近所や町会、地域
などで人とのつながりを持って
いますか。特集では地域の衰
退、いわば持ちつ持たれつの人
間関係がなくなってきているこ
とを、取り上げています。福祉
や防災など、いざというときに
は地域の力（共助）が必要不可
欠となります。私は「地域力＝
地域の幸せ」だと思っています。
あらためて、自分の住むまちか
ら、地域の幸せは何かを考えて
みたいと思います。　　（高木）

　作家安部龍太郎さんが、長谷
川等伯の生涯を描いた小説「等
伯」で直木賞を受賞した。これ
をきっかけに、七尾で等伯に関
するまちおこしができないだろ
うか。例えば、等伯の複製図を
街中に展示し、鑑賞しながら街
を巡ったり、等伯のそっくりさ
んコンテストをしたりしてはど
うかと思う。ドラマ化されれば、
さらに注目を集めるだろう。七
尾を宣伝するため、私も行動し
なくては。　　（本田）

編集後記
2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。

３月９日㈯ ３月16日㈯ ３月23日㈯ ３月30日㈯ ４月６日㈯

あおぞら七尾薬局
℻54-8988
作事町

さくら調剤薬局
℻53-5583
桜町

モリ薬局
℻53-4656
桧物町

コトブキ薬局
℻52-8114
桜町

みそぎ薬局
℻52-8281
小島町

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

３月10日
㈰

せいとく歯科医院
☎52-2510
富岡町

あおぞら薬局　中島店
℻66-8888
中島町浜田

みばやし眼科
☎54-0384 公立能登総合病院

☎52-6611
藤橋町浜野西病院

☎52-3262

３月17日
㈰

大森歯科医院
☎53-0343
府中町

クスリのアオキ　小島薬局
℻52-2721
小島町

横山内科皮膚科医院
☎53-0524 恵寿総合病院

☎52-3211
富岡町かじ内科クリニック

☎76-0002

３月20日
(水･祝)

守友歯科医院
☎53-1320
神明町

中島薬局
℻72-3370

中能登町能登部下

円山病院
☎52-3400 桜井小児科医院

☎53-3355
亀山町辻口医院

☎66-0118

３月24日
㈰

いしがきファミリー歯科
☎52-5250
本府中町

ペンギン薬局
℻53-8110
御祓町

中村ペインクリニック
☎53-8688 やまざきクリニック

☎53-4976
つつじが浜安田医院

☎72-2027

３月31日
㈰

西野歯科医院
☎53-7265
矢田新町

おおなり薬局
℻54-8087
大和町

田中内科クリニック
☎57-5660 公立能登総合病院

☎52-6611
藤橋町高沢内科医院

☎66-0007

４月７日
㈰

和倉歯科クリニック
☎62-2244
石崎町

中山薬局
℻52-1382
生駒町

うおぎし医院
☎52-1123 さはらファミリークリニック

☎62-3765
石崎町藤田医院

☎0767-26-1021

もうすぐ暖かい春が
やってきますね～ (*^_^*)
壁紙張替模様替え
新生活の準備も
コメリにおまかせ！！

＊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！

雪や強風の被害
でていませんか？

雨樋補修 /屋根瓦葺き替え
ブロック塀積み直し

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


