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■市民体育館（248-1223）で受け付けするもの

■スポーツランド（294-5800）で受け付けするもの

■スポーツセンター（294-5511）で受け付けするもの
 市民体育館使用料

区分
専用使用 個人使用

単位 使用料 使用料

大体育室
全面 1時間 500円 市外一般のみ

1回 100円
他は無料

半面 1時間 300円
小体育室、トレーニング室 1時間 300円
会議室 1時間 300円

 中央公園運動広場使用料
区分 単位 使用料

専用
1時間 500円
1日 3,000 円

 市民野球場使用料
区分 単位 使用料

専用
一般

1時間 600円
1日 4,000 円

高校生以下
1時間 500円
1日 3,000 円

 中央公園テニスコート使用料

区分 単位
使用料

照明不使用時 照明使用時

専用
一般 1時間

1面
600円 1,200 円

高校生以下 300円 600円

個人
一般

1時間
200円 400円

高校生以下 100円 200円

 スポーツセンター使用料

区分
専用使用 個人使用

単位 使用料 使用料

アリーナ
全面 1時間 500円

市外一般のみ
1回 100円
他は無料

半面 1時間 300円
サブアリーナ・
トレーニングルーム 1時間 300円

会議室 1時間 300円

 水泳プール使用料
区分 単位 使用料

平水時
個人

一般 1回 150円
高校生以下 1回 50円

専用（1コース） 1時間 500円

温水時
個人

一般 1回 350円
高校生以下 1回 150円

専用（1コース） 1時間 1,500 円
研修室 1時間 300円

 テニスコート使用料

区分 単位
使用料

照明不使用時 照明使用時

専用
一般 1時間

1面
600円 1,200 円

高校生以下 300円 600円

個人
一般

1時間
200円 400円

高校生以下 100円 200円

　体育施設使用料

2012年01月27日
野々市市市民便利帳
8JB14820A
094
098
野々市銀行協会

年　　月　　日

　　　年　　　　月　　　　日

FAX 076-223-0496

野 々 市 銀 行 協 会
福井銀行 野々市支店
野々市市横宮町5－1 TEL 248－4221
北陸銀行 野々市支店
野々市市本町2－290 TEL 246－2911
北陸銀行 金沢西インター支店
野々市市御経塚4－84 TEL 240－7000
北國銀行 粟田支店
野々市市粟田1－138 TEL 246－6877
北國銀行 野々市支店
野々市市横宮町19－1 TEL 248－1488

金沢信用金庫 野々市支店
野々市市本町6－25－10 TEL 248－4151
鶴来信用金庫 野々市支店
野々市市新庄4－48 TEL 246－4355
のと共栄信用金庫 野々市支店
野々市市高橋町18－18 TEL 246－3721
北陸信用金庫 野々市支店
野々市市本町3－7－9 TEL 248－0321
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　困ったときの相談案内
名称 相談日時 相談場所 相談内容 相談員 担当課・電話番号

市民なんでも相談 毎月第 1火曜日★
13:00 〜 16:00 情報交流館カメリア 各種相談 人権擁護委員、

行政相談委員
市民協働課
☎ 227-6040

女性の電話相談 平日 9:00 〜 17:00 電話相談 女性のための相談 職員 市民協働課
☎ 227-6129

無料法律相談

毎月第 3火曜日★
13:00 〜 15:00 市役所 法律問題のトラブル、

悩みごと 弁護士

市民協働課
☎ 227-6040

偶数月の第 1木曜日★
13:30 〜 15:30 市社会福祉協議会 市社会福祉協議会

☎ 248-8210

消費生活相談 月〜金
8:30 〜 17:15

市役所
( 電話相談可 )

悪質商法、架空請求など、
消費者トラブル

消費生活相談員
（10:00 〜 16:00）

市消費生活センター
☎ 227-6054

身体・知的・精神に
障害のある人（子）についての相談

月〜金
8:30 〜 17:15 市役所

医療・手当・障害福祉
サービス・在宅福祉・
その他

職員 福祉総務課
☎ 227-6063

身体に障害のある人の各種相談 月〜金
8:30 〜 17:15

石川県身体障害者
更生相談所 各種相談 身体障害者福祉司 石川県身体障害者更生相談所

☎ 223-9557

知的に障害のある人の各種相談 月〜金
8:30 〜 17:15

石川県知的障害者
更生相談所 各種相談

知的障害者福祉司 石川県知的障害者更生相談所
☎ 223-9557

石川県中央児童
相談所

児童福祉司・
児童心理司

石川県中央児童相談所
☎ 223-9553

精神に障害のある人の各種相談

月〜金
8:30 〜 17:15

石川県こころの
健康センター 各種相談

心理士・保健師 石川県こころの健康センター
☎ 238-5761

月〜金
9:00 〜 17:00

地域活動支援センター
ののいち 相談支援専門員 地域活動支援センター

ののいち　☎ 248-6565

こころの相談ダイヤル 月〜金
9:00 〜 16:00

石川県こころの健康
センター（事前予約）

こころの健康やこころ
の病気に関する相談 心理士・保健師 こころの相談ダイヤル

☎ 237-2700
自立支援医療（育成医療） ・特定疾患 ・
小児慢性特定疾患 ・精神の障害についての相談

月〜金
8:30 〜 17:45

石川中央保健福祉
センター 各種相談 石川県石川中央保健福祉

センター　☎ 275-2251

経済的にお困りの人の生活相談 月〜金
8:30 〜 17:15 市役所 各種相談 職員 福祉総務課

☎ 227-6061

福祉相談・法律相談・生活福祉資金の貸付 月〜金
8:30 〜 17:15 市社会福祉協議会 職員 市社会福祉協議会

☎ 246-0112
★印の相談日は変更になることがあります。詳しい日程は、広報ののいちお知らせ版の「今月の相談」をご覧ください。

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2012年2月8日
案件名 ：シティマップ 野々市市市民便利帳
商品コード： 8JB14820A
割付番号 ：１０４
コード番号：０８８
顧客名称 ：菱機工業株式会社

空気調和・給排水衛生設備の設計施工 金沢市

もっと快適に、もっと未来へ…

菱機工業㈱
【事業概要】
◆空気調和設備の設計と施工 ◆給排水衛生設備の設計と施工 ◆冷凍と中温
設備の設計施工 ◆防災設備の設計と施工 ◆リニューアルの調査から計画提
案・施工 ◆自社開発RiCSシステムの適用と開発

■金沢市御影町10-7
■TEL:076-241-1141 ■FAX:076-244-6888
■営業時間／8:30～17:30 ■定休日／土曜・日曜・祝日、夏季、年末年始
■URL:http://www.ryokikogyo.co.jp/
■E-mail:info-ryoki-setsubi@ryokikogyo.co.jp あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX 076-223-0496

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2012年1月27日
案件名 ：シティマップ 野々市市市民便利帳
商品コード： 8JB14820A
割付番号 ：１０２
コード番号：０１８
顧客名称 ：北陸千代田株式会社

くらし・サービス 金沢市

建物の快適な環境を提案いたします。

北陸千代田株式会社
建物の管理、清掃、害虫駆除、環境測定、省エネ相談など建物のことなら何で
もご相談ください。お電話お待ちしております。

■金沢市広岡1-5-23 金沢第一ビル3F
■TEL:076-223-5623 ■FAX:076-223-5626
■営業時間／9:00～17:30 ■定休日／土曜・日曜・祝日
■URL:http://www.hokurikuchiyoda.com
■E-mail:info@hokurikuchiyoda.com なし

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX 076-223-0496

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2012年2月7日
案件名 ：シティマップ 野々市市市民便利帳
商品コード： 8JB14820A
割付番号 ：１０５
コード番号：１０５
顧客名称 ：ホンダカーズ石川西

カーディーラー 詳細MAP3図 C‐4

株式会社ホンダサロン石川

私たちは、地域NO.1の先進的で親しみやすいカーディーラーを目指していま
す。人気のフィット・N-BOXなどホンダ車全車種取り扱いしております。中古車
も豊富に展示しております。サービス工場（認証・指定）有。愛車の車検・点検・
修理もぜひ当店にお任せください！！お車に関するご相談がありましたら、ぜひ
当店にお越しくださいませ。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

■白山市乾町38-1
■TEL:076-275-1088 ■FAX:076-276-5532
■営業時間／9:10～20:00 ■定休日／水曜
■URL:http://dealer.honda.co.jp/hondacars-ishikawanishi/
■E-mail:hpsg.pis11@honda-auto.ne.jp あり（10台）

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX 076-223-0496

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2012年1月25日
案件名 ：シティマップ 野々市市市民便利帳
商品コード： 8JB14820A
割付番号 ：１０３
コード番号：０５６
顧客名称 ：うえのはり灸院

接骨院・鍼灸院 詳細MAP2図 A‐4

より「健康な人生」を歩みたい方々へ

うえのはり灸院
施術内容：はり きゅう マッサージ

施術者：上野晃一

※予約制ではありませんが、予約のある方を優先させていただいております。

■野々市市押越2-36-3
■TEL:076-248-6100 ■FAX:076-248-6100
■受付時間／午前の部 9:00～12:00 午後の部 14:00～19:00 木曜・土曜 9:00～15:00
■休診日／日曜・祝日

あり（表2台 裏1台）

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX 076-223-0496
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