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乳児の結核予防接種
■ところ　ふれあいの里　３階
■受　付　午後１時～２時（接種開始は午後１時15分～）

▼生まれ月ごとに毎月実施します。受けられなかった場
合は、翌月以降に受けてください。

▼母子健康手帳、予診票をお持ちください。母子健康手
帳がないと受けられません。「予防接種と子どもの健康」
の冊子を読んできてください。体温は接種会場で測りま
す。

対 象 児 接 種 日
H28年６月16日～H28年６月30日生 12月６日（火）
H28年７月１日～H28年７月15日生 12月20日（火）
H28年７月16日～H28年７月31日生 １月５日（木）

※標準の接種時期は生後５か月から７か月です。生後12か
月未満で接種を受けていない方も受けてください。

※ＢＣＧ接種の後は、次に予防接種を受けるまで４週間あ
ける必要があります。

肺がん　休日検診のご案内
今年度、最後の検診日です。まだ受けていない方、ぜ
ひお出かけください。
月 日 ところ と き

12月23日
（金・祝）

ふれあいの里
（予約不要）

午前９時30分～11時30分
（午前９時30分～10時は男性
を、午前10時～11時は女性を
優先して検診します。）

◆対象者
胸部レントゲン検査　40歳以上の方
「たん」の検査　50歳以上で喫煙指数（１日本数×年数）
が600以上の方（元喫煙者を含む）
◆自己負担金

区 分 レントゲン
検査

「たん」の検査を
受けられる方

市民税課税世帯の方 300円 左記に、900円追加

70歳以上の方・
市民税非課税世帯の方 100円 左記に、300円追加

生活保護世帯の方 無料 無料

■申込・問合せ
健康対策課
☎２３－５４５２～５４５４　 ２３－５４６０
Ｅメール：kentai@city.yonago.lg.jp
錦町一丁目「ふれあいの里」３階

乳がん集団検診日程
月 日 会 場 備 考

12月16日（金）
ふれあいの里 予約が必要です12月21日（水）

12月23日（金・祝）
■対象者　40歳以上の女性（平成27年度に受診された方
は除きます。ただし、米子市が発行した平成28年度乳が
ん検診無料クーポン券をお持ちの方は受診できます。）

■自己負担金　受診券に記載してある金額
■受付時間　午後１時～３時15分
■注意事項　事前申込が必要です。定員各30人。受診希望
の方は、お手もとに受診券または無料クーポン券をご用
意のうえ、健康対策課へお申し込みください。

１歳および年長（就学の前年）のお子さんをお持ちの方へ

ＭＲ（麻しん風疹混合ワクチン）の
接種は終わりましたか？

重症化や感染拡大防止のためにも、定期予防接種は確実
に受けましょう。
■定期予防接種対象者

第１期 １歳以上２歳未満
第２期 小学校就学前の１年間（年長）

予約不要です！
必ず、健診受診券の中に
ある「肺がん検診受診券」
をご持参ください。
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健診結果相談会・健康づくり懇談会
（特定保健指導）のお誘い

　米子市の特定健康診査または人間ドックを受けられた
方で、腹囲（おへそ周り）やＢＭＩ（体格指数）が標準
より少しオーバーし、血圧、血中脂質、血糖値の結果が
少し高めだった方を対象に特定保健指導利用券を随時お
届けしています。
　今こそチャンスです！！健診結果相談会・健康づくり
懇談会（特定保健指導）で、これからの健康づくりにつ
いて保健師、管理栄養士と一緒に考えてみませんか。

特定保健指導利用券
の届いた方、ご予約
お待ちしています。

献血のご案内
　医療に必要な血液は、多くの人々の善意と協力で確保
されています。皆さんのご理解とご協力をお願いします。
■献血ルーム「ひえづ」（イオンモール日吉津　東館１階）
●開所日　火、木、土、日曜日、
　　　　　および毎月20日、30日
●受付時間　午前９時30分～午後１時30分、午後２時30
分～５時（成分献血は午後４時まで）
■街頭献血　日程は、日本赤十字社 鳥取県赤十字血液セ
ンター日吉津出張所までお問い合わせいただくか、鳥
取県赤十字血液センターのホームページをご確認くだ
さい。

※なお、各献血会場では、日本骨髄バンクドナー登録手
続きができます。ドナー登録申込みと白血球の型検査
用採血（約２ミリリットル）にかかる時間は15分程度
です。白血病や小児がん等の血液疾患患者を救うドナー
登録にご理解とご協力をお願いします。
■問合せ　日本赤十字社　鳥取県赤十字血液センター

日吉津出張所（☎２７－１７２４）

　ヒートショックとは、寒い場所と暖かい場所を行き来することによる大きな温度差で、血圧が急
激に変動することがきっかけで起こる健康被害です。
　12月から２月にかけての寒い時期に、年間の事故の約半数が発生しており、そのほとんどを高齢
者が占めています。
　寒い脱衣室から温かい湯の張った浴槽へ移動する入浴の際は、特に注意が必要です。

次のことをこころがけましょう。

　万が一、浴槽でぐったりしている入浴者を発見した場合は、浴槽の栓を抜き、可能であれば浴
槽内から救出し、すぐに救急車を呼びましょう。

入浴時の「ヒートショック」にご注意を

湯の温度は41度以
下に保ち、つかる
時間は10分までに
する

湯につかった状態
から急に立ちあが
らない

入浴する前に、脱
衣室や浴室を暖め
る

入浴者への家族の
声かけ

食後すぐや、飲酒
後の入浴を控える
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一般公開健康講座（第68回）
■と き　12月15日（木）午後２時～３時30分
■ところ　米子市文化ホール　イベントホール
■テーマ　「これから本番！子どものインフルエンザと感

染性胃腸炎（ノロやロタ）について」
■講 師　岡空小児科医院　院長　岡

おか

空
そ ら

　輝
てる

夫
お

さん

寒くなってくると毎年流行するインフルエンザと感染
性胃腸炎！
さあ、これから本番です。昨シーズンのインフルエン
ザは流行の始まりは遅かったものの、２月～３月にＡ
型Ｂ型入り交じって、結果的に例年以上の流行を見ま
した。
また、胃腸炎は乳幼児のロタウイルスワクチンが使用
可能となり、ロタウイルス胃腸炎の重症例は、ほとん
ど見かけなくなりました。インフルエンザと胃腸炎に
ついて、正しく解説します。
両疾患とも一部重篤なケースはありますが、ほとんど
は軽症です。慌てず急がず、正しい知識を持ち、正し
く恐れ・対処することが大切です。

※入場無料　申込不要
■問合せ　（公社）鳥取県西部医師会（☎３４－６２５１）

第37回 日本臨床薬理学会学術総会
市民公開講座

■と き　12月４日（日）午前10時～午後０時30分
■ところ　米子コンベンションセンター２階　

国際会議室
■内 容
　講演１「古代山陰が医薬発祥の地？」
　　古事記研究者　多

た ら お

羅尾　整
せい

治
じ

さん
　講演２「健康寿命をのばす
　　　　　―血圧コントロールの重要性―」
　　愛媛大学大学院　内科学　教授　檜

ひ

垣
がき

　實
じつ

男
お

さん
　講演３「これからのがん薬物療法」
　　昭和大学医学部　腫瘍内科学
　　教授　佐

さ さ き

々木　康
やす

綱
つな

さん
※入場無料　申込不要
■主 催　日本臨床薬理学会　
■後 援　鳥取県西部医師会
■問合せ　鳥取大学医学部薬物療法内科
　　　　　（☎３８－６１７２）

鳥取県西部不妊専門相談センター
◆とき　毎月第４木曜日　午後２時～５時
（12月22日、平成29年１月26日、２月23日、３月23日）
◆ところ　鳥取県西部総合事務所福祉保健局（米子保
健所）１階　第３相談室（東福原１－１－ 45）
※相談には、原則予約が必要です。

「赤ちゃんを授かりたいご夫婦のための相談室」
◆とき　毎月第２火曜日　午後１時～４時
（12月13日、平成29年１月10日、２月14日、３月14日）
◆ところ　ふれあいの里４階　研修室２
※事前予約の必要はありません。

費用はいずれも無料です。
■問合せ　鳥取県西部不妊専門相談センター
（ミオ・ファティリティ・クリニック内　リプロダクティ
ブユニット２階）
（☎３５－５２２３、Ｅメール：seibufuninsoudan@
mfc.or.jp）

鳥取大学医学部附属病院・緩和ケアセンター

市民公開講座
■と き　12月18日（日）午後１時～３時30分
　　　　　（開場：午後０時30分）
■ところ　ふれあいの里　１階大会議室
■テーマ　「きっと思います。こんなふうに死にたい。」
■内 容
　第１部
　ドキュメンタリー映画「エンディングノート」の上映
　終活に大忙しなお父さんを娘が記録した映画です。
第２部
講演　「ありがとうも言わずに、人生終えますか」
■講 師
　鳥取大学医学部附属病院
緩和ケアセンター
緩和ケアチームリーダー　吉

よし も と

本　美
み わ

和さん
※入場無料　申込不要
■問合せ　鳥取大学医学部附属病院がんセンター事務室
　　　　　（☎３８－６２９２）
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■相談名
内容 ▼日時／場所／問合せ先

■米子市消費生活相談室
買い物、訪問販売のトラブルや借金、架空請求、クーリ
ング・オフなど消費生活に関する相談に応じます。 ▼平
日午前８時30分～午後５時／消費生活相談室（市役所本
庁舎１階）／問米子市消費生活相談室（☎３５－６５６６、
２３－５３９１）

■法律相談センター米子
法律に関する困りごと、多重債務、クレジット、消費
者金融などについて、弁護士が相談に応じます。１件
30分5,000円。※ただし、多重債務（クレジット、消
費者金融）の相談は無料。要予約（受付：平日午前９時
～午後５時） ▼毎週火曜日の午後３時～７時／米子天満
屋４階／問鳥取県弁護士会米子支部（☎２３－５７１０）

■高齢者なんでも無料電話相談
高齢者の方の相続、財産管理、介護などの問題につい
て、幅広く弁護士などが相談に応じます。 ▼毎週月・
木曜の午後１時30分～４時。☎０１２０－６５－３９４８
（通話料無料）／問高齢者支援センターとっとり（鳥
取県弁護士会内） （☎０８５７－２２－３９１２）

■よなご暮らしサポートセンター総合相談
●一般相談　日常生活の悩みや心配ごとについて、よ
なご暮らしサポートセンター（米子市社会福祉協議会）
職員が相談に応じます。予約不要、無料、電話相談可。

▼月～金曜日（祝日および年末年始は除く。）の午前９
時～午後５時／ふれあいの里１階
●法律相談　弁護士が相談に応じます。１人30分、費
用2,000円、要予約。 ▼毎月第１・３月曜日（年末年始
は除く。月曜日が祝日・休日の場合はその翌日）午後
１時～３時／ふれあいの里１階／月～金曜日（祝日およ
び年末年始は除く。）の午前９時～午後５時に、電話で
予約／問よなご暮らしサポートセンター（米子市社会
福祉協議会内）（☎３５－３５７０）

■行政相談
国など役所へのご要望、ご意見について行政相談委員
が相談に応じます。予約不要。 ▼ 15日（木）、26日（月）、
１月10日（火）／市役所本庁舎４階402会議室。いず
れも午後１時～４時／問市民相談課（☎２３－５３７８、
２３－５３９１、Ｅメール：shiminsodan@city.

yonago.lg.jp）
■人権相談
人権擁護委員が相談に応じます。相談無料、予約不
要。 ▼９日（金）午後１時～４時／市役所第２庁舎２階第
１会議室。１月10日（火）午後１時～４時／市役所第２
庁舎３階会議室／問人権政策課（☎２３－５４１５、
３７－３１８４）※鳥取地方法務局米子支局（☎２２－
６１６１）では、毎日人権相談に応じています。

■鳥取県行政書士会無料相談
相続・遺言・成年後見・交通事故・外国籍の方の在留
（ビザ）・帰化など、行政書士が無料で相談に応じます。
予約不要。 ▼ 10日（土）、１月14日（土）の午前10時
～午後２時／市役所旧庁舎１階　男女共同参画推進セ
ンター会議室（市役所有料駐車場をご利用ください。
無料処理をします。）／問鳥取県行政書士会事務局（☎
０８５７－２４－２７４４）

■多重債務・法律相談会
多重債務や法律に関する困りごとについて、弁護士や
司法書士などが無料で相談に応じます。１件30分、要
予約。 ▼８日（木）、18日（日）午後１時30分～４時／米
子コンベンションセンター／毎月開催／問鳥取県西部
消費生活相談室（☎３４－２６４８、 ３４－２６７０）・
米子市消費生活相談室（☎３５－６５６６、 ２３－
５３９１）

■司法書士による「無料法律相談会」
相続・遺言、不動産の贈与・売買、不動産・商業登記、
成年後見の申立て、高齢者・障がい者の財産管理、家賃・
貸金・売掛金など140万円以下の民事紛争、借金・多
重債務問題、その他身の回りの法律問題について、司
法書士が無料で相談に応じます。要予約。 ▼ 16日（金）
午後６時～８時／米子コンベンションセンター　第１会
議室／問鳥取県司法書士会（☎０８５７－２４－７０２４）


