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  総務課人権・男女共同参画室　☎５３－１１１２
相談の種類 主な内容 場　所 相談日 時　間

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者トラブル

本庁
市民相談室

毎週月～金曜日 8:30 ～ 17:15

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 7日（木）
2月22日（金） 13:00 ～ 15:30

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（月） 13:30 ～ 16:00

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 2月15日（金） 13:00 ～ 15:00

※以下4つの相談受付は終了の20分前まで
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（月）
3月 4日（月） 13:00 ～ 15:00

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

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、日常生活の困りごと、
人権相談

能登島地区コミュニティセンター 2月20日（水） 10:00 ～ 12:00
田鶴浜地区コミュニティセンター
中島地区コミュニティセンター 2月20日（水） 13:00 ～ 15:00

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・金曜日 13:00 ～ 17:00

  子育て支援課　☎５３－８４４５
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 パトリア3階

相談室ほか 毎週月～金曜日 8:30 ～ 17:15

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
毎月第１～
第４火曜日 17:30 ～ 19:30

  スポーツ・文化課　☎５３－３６６１

親と子のなんでも電話
相談室（オアシスライン）

対象：小中高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

（相談専用電話　☎52-0783）
毎週月～金曜日 13:00 ～ 16:00

  健康推進課　☎５３－３６２３
こころの健康相談
相談担当者：保健師 心の健康に関する相談 パトリア3階

相談室ほか 毎週月～金曜日 8:30 ～ 17:15

（※祝日は除きます）

今月の市民相談
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七尾市本府中町ハ部28-1

（七尾市役所向い ホテルルートイン前）

七尾市シルバー人材センター 

七尾市小島町西部1番3 
（公社） 

℡：52-4680 

★ 除雪作業いたします 

ふれあい市開催! 
2/10(日) 

9時～14時 

＠ワークパル七尾 

竹垣づくり 
講座 

★定員20名 

★参加費無料 

10:00～12:00 

冬野菜 

家庭用品 

リサイクル品 

除雪作業いたします 

元気なシルバーが 
頑張ります! 

年々増える降雪量！ 

不用品処分(見積無料) します 

引越シーズン近く! 

家庭の不用品処分します! 

家事手伝い 

竹垣づくり･修繕 

承
り
ま
す
 

　　♥ＹｏｕＴｕｂｅ♥
にしけんチャンネル

24回目

㈱西川総合建築／西川測量登記
　　　 　　代表取締役　 西川剛志

可能性はゼロに近いかもしれない
失敗して死にかけるかもしれない
それでも諦めたら確実なゼロで終わる
行動し続ける努力を継続し続ける努力
凡人が逆転するには努力するしかない
最後の１％まで勝負なんて分からん！



※変更になる場合がありますので、新聞または市ホームページで最新情報を確認してください。

 健康推進課　☎５３- ３６２３ 七尾市休日当番医 検索

今月の休日医療

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
（七尾市・中能登町・羽咋郡市）診療科目

2月10日
（日）

守友歯科医院
☎53-1320

神明町

よつば薬局
℻74-2201

中能登町良川

山﨑耳鼻咽喉科クリニック ☎54-8833　古府町 耳鼻咽喉科 公立能登総合病院
☎52-6611

藤橋町森クリニック ☎54-8688　国分町
胃腸外科・
肛門外科・

内科

2月11日
（月・祝）

いしがきファミリー歯科
☎52-5250
本府中町

中山薬局パトリア店
℻54-0738

御祓町

山田産婦人科医院 ☎52-3035　御祓町 産婦人科 とどろき医院
☎0767-22-7855
羽咋市鶴多町浜岡整形外科クリニック ☎62-8050　石崎町 整形外科

2月17日
（日）

西野歯科医院
☎53-7265
矢田新町

みそぎ薬局
℻52-8281

小島町

やまもと眼科クリニック ☎52-0250　藤野町 眼科 公立能登総合病院
☎52-6611

藤橋町安田医院 ☎72-2027　中能登町能登部下 内科

2月24日
（日）

かぶと歯科医院
☎53-7341

御祓町

ふじはしまち薬局
℻57-5363

藤橋町

田中内科クリニック ☎57-5660　藤橋町 内科 さはらファミリークリニック
☎62-3765

石崎町山﨑医院 ☎62-2209　石崎町 内科

3月 3日
（日）

和倉歯科クリニック
☎62-2244

石崎町

あさひ薬局
℻57-1293

千野町

荒井皮ふ科クリニック ☎53-0134　神明町 皮膚科 公立能登総合病院
☎52-6611

藤橋町かじ内科クリニック ☎76-0002　中能登町二宮
内科・消化
器内科・

外科
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 キストを入力してください  索⏎ ポーツギャザー７７０

 さに 

負けないぞ! 

 あ、始めよう! 

 料体験のお申し込みは☎５２ ２９７０　

 イミング テニ サッカー

ジュニア ポーツ教室 

無料体験 

できます

スポーツギャザー770の

七尾市・鍛冶町

企画・デザイン・撮影・編集・DTP・印刷
製本と一貫したラインで、パンフレット・
広報誌・販促チラシなどの商業印刷物など
を取り扱っております。

魅力ある紙面で
見る人を笑顔に。

第一印刷株式会社
Tel.0767-53-3800

■本社／七尾市古府町へ部34-1
■金沢営業所／金沢市諸江町中丁260-1

info@daiichiprint.co.jp

DpDp
daiichiprintdaiichiprint

石川をもっと楽しく・面白くする地域情報誌

ゾーンマガジン

今年もご愛読頂き、誠に有難うございました。
来年も宜しくお願い致します。

手作り生チョコを作ってみよう♪

キーワードは上品・バレンタイン。
株式会社 政 浦　 七尾市古府町へ部37番地
Tel. 0767-52-8382  http://www.zoun.jp
第一印刷株式会社　七尾市古府町へ部34-1
Tel. 0767-53-3800

 018/8/13

1

 12 –87-5581七尾市和倉町タ部29番地２

ケービックス中日本株式会社

 タッフ随時募集中！

 卒者を積極的に採用しています！
将来の幹部候補として、若い力を募集します。

お気軽にお問合せください♪


