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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

3月 8日（金）
3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

3月11日（月）
3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 3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

3月18日（月）
4月 1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 3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 3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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携帯　090-4686-0480

コヤウチ表具
七尾市田鶴浜町へ-10-1

・・・・・見積り無料・・・・・

 襖・掛軸・額の張替等

電話　68-3443

㈱西川総合建築／西川測量登記
　　　 　　代表取締役　 西川剛志

上司が悪い、会社が悪い、政治が悪い
間違っている。すべて自分自身の責任
決して他人のせいにする事じゃない
世の中は責任のなすり合いで溢れている。
成長のチャンスが今も目の前に転がっている
人は、背負った責任の分だけ成長できる！

能登島の建築屋さんブログ
♥25回目♥



※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。
※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。開局時間以外も対応します。

 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

3月10日
（日）

春木歯科クリニック
☎53-0313

塗師町

あおぞら薬局万行店
℻52-8932

万行町

うおぎし医院 ☎52-1123　藤野町 内科・外科・
胃腸科 恵寿総合病院

☎52-3211
富岡町高沢内科医院 ☎66-0007　中島町浜田 内科

3月17日
（日）

舘歯科医院
☎52-2870

神明町

坂本薬局
℻53-0026

塗師町

みばやし眼科 ☎54-0384　国分町 眼科 志賀クリニック
☎0767-32-5307

志賀町高浜町藤田医院 ☎0767-26-1021　羽咋市大町 整形外科

3月21日
（木・祝）

島田歯科医院
☎52-4182

府中町

あおぞら薬局石崎店
℻62-3912

石崎町

浜野クリニック ☎52-3261　小島町 内科・外科 公立能登総合病院
☎52-6611

藤橋町辻口医院 ☎66-0118　中島町浜田 外科・
循環器科

3月24日
（日）

マダチ歯科医院
☎57-3600

飯川町

さくら薬局七尾店
℻52-9381
小丸山台

円山病院 ☎52-3400　府中町 内科 とどろき医院
☎0767-22-7855

羽咋市鶴多町おくむら内科胃腸科医院 ☎57-0753　下町 内科・胃腸
内科

3月31日
（日）

みやした歯科医院
☎62-1719

石崎町

なかのとまち薬局
℻76-2729
中能登町二宮

岡田胃腸科外科クリニック ☎53-7211　万行町 内科・外科・
胃腸科 恵寿総合病院

☎52-3211
富岡町浜岡整形外科クリニック ☎62-8050　石崎町 整形外科

4月 7日
（日）

しみず歯科医院
☎52-7655

古府町

阪神調剤薬局さくら店
℻53-5584

桜町

八野田整形外科医院 ☎54-0811　藤橋町 整形外科 公立能登総合病院
☎52-6611

藤橋町なかお内科医院 ☎74-2132　中能登町良川 内科
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 キストを入力してください  索⏎
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無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
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なる！

七尾・鍛冶町
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 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♪

広報ななお「七尾ごころ」
広告募集

■発行部数　毎月22,500部
■サ　イ　ズ　縦55㎜×横55㎜
■掲載料金　黒　　 10,000円
　　　　　　カラー 20,000円
※申込書は市ホームページからダウンロードできます。

問　広報広聴課　☎53-1130


