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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８月16日～H28年８月31日生 ２月７日（火）
H28年９月１日～H28年９月15日生 ２月23日（木）
H28年９月16日～H28年９月30日生 ３月14日（火）
※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。

■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

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」　鳥取県赤十字血液センター日
吉津出張所　（イオンモール日吉津東館１階）
◆受付時間　午前９時30分～午後１時30分、午後２時
30分～午後５時（成分献血は午後４時まで）
※定休日：月曜日、水曜日、金曜日（ただし20日、30
日を除く）
◆街頭献血　街頭献血の日程については、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。ドナー登録申込みおよび白血球
の型検査用採血（約２ml）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　鳥取県赤十字血液センター日吉津出張所
　　　　　（☎２７－１７２４）

届きましたか？特定保健指導利用券
健診結果相談会・健康づくり懇談会

（特定保健指導）
　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ご案内（特定保健指導
利用券）を随時お届けしています。
　血液検査で少し数値が高いだけ、血圧が少し高いだ
けでは、あまり気にならないかもしれませんが、その
まま放置していると深刻な生活習慣病に…。
　今こそチャンス！
　健診結果相談会・健康づくり懇談会に参加して、病
気の芽を摘みとりましょう。
　５年後、10年後も、健康でいられるよう、保健師、
管理栄養士などと、これからの健康づくりについて一
緒に考えてみませんか。（締め切りは３月31日です。）

全国膠
こう

原
げん

病
びょう

友の会
鳥取県支部むぎわら帽子の会　西部交流会

　同じ思いを持った患者どうしが、情報交換をして親
交を深める会です。膠原病の患者やその家族の方、ど
なたでも参加できます。気楽に楽しくおしゃべりをし
ましょう！※参加費無料
■と き　２月25日（土）午後１時30分～３時30分
■ところ　ふれあいの里　２階　ボランティア研修室２
■問合せ　全国膠原病友の会鳥取県支部　三嶋
　　　　　（☎・ ２７－０２０３）

特定保健指導利用券の届いた方
からのご予約お待ちしています。
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　対象となる年齢の方で成人用肺炎球菌ワクチン未接種
の方を対象に、肺炎球菌ワクチン接種を実施しています。
接種期間が３月末までになりますので、接種をご希望の
方は、注意事項をご確認のうえ、忘れずに接種をお願い
します。
【注意事項】
Ⅰ　受診券は昨年３月末に送付済みですが、紛失等され
た場合は、再交付しますので、健康対策課までご連
絡ください。
Ⅱ　市では予防接種歴を把握できないため、対象年齢
の方全員に受診券をお送りしていますが、過去に任
意で接種した方はこの受診券を使ってワクチン接種
を受けることはできません。接種歴にご注意くださ
い。

【対象者】
①　次の表の生年月日の方

65歳となる方 昭和26年４月２日～昭和27年４月１日生
70歳となる方 昭和21年４月２日～昭和22年４月１日生
75歳となる方 昭和16年４月２日～昭和17年４月１日生
80歳となる方 昭和11年４月２日～昭和12年４月１日生
85歳となる方 昭和６年４月２日～昭和７年４月１日生
90歳となる方 大正15年４月２日～昭和２年４月１日生
95歳となる方 大正10年４月２日～大正11年４月１日生
100歳となる方 大正５年４月２日～大正６年４月１日生

②　60～64歳で、心臓、じん臓もしくは呼吸器の機能
またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障が
いを有する方
《長期療養特例期間について》
　対象の方で、接種対象期間に次の特別の事情で接種を
受けることができなかったと認められる方については、
当該特別の事情がなくなった日から起算して１年を経過
する日までの間、肺炎球菌ワクチン接種の助成を受ける
ことができます。該当される場合は、健康対策課までご
連絡ください。
【特別の事情】
１　次のアからウまでに掲げる疾病にかかったこと（や
むを得ず定期接種を受けることができなかった場合に
限る。）
ア　重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症そ
の他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病

イ　白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性
関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大
腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制す
る治療を必要とする重篤な疾病

ウ　アまたはイの疾病に準ずると認められるもの
２　臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療
を受けたこと（やむを得ず定期接種をうけることがで
きなかった場合に限る。）

３　医学的知見に基づき１または２に準ずると認められ
るもの

３月末で今年度の高齢者の肺炎球菌
ワクチン接種期間が終了します

予防接種実施医療機関変更のお知らせ
　米子市が実施している定期予防接種について、予防接種の案内に記載していた医療機関に変更がありましたので、
お知らせします。
旧　病院名 新　病院名 新住所 電話番号 予防接種の種類 変更内容

安部内科医院 米子中央クリニック 車尾 2-17-18 21-1177

高齢者肺炎球菌ワクチン
日本脳炎ワクチン
麻しん風しん混合（ＭＲ）ワクチン
水痘ワクチン

医療機関の名称・
住所の変更



有

料

広

告

■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）

一般公開健康講座（第70回）
■と き　２月16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　「膵

すい

疾患の外科的治療」
■講 師　山陰労災病院　副院長・外科部長
　　　　　野

の

坂
ざか

　仁
きみ

愛
やす

さん
膵臓は胃の後ろに位置し、色・形はトウモロコシをイメー
ジしてください。
今回は、外科的つまり手術をしないといけない膵疾患の
お話です。
膵臓がんはもちろん、膵のう胞性腫瘍の外科的治療、重
症急性膵炎、特に壊死性膵炎の外科的治療、膵外傷につ
いてお話しします。

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

米子医療センター　がん医療講演会
■と き　２月４日（土）午後１時30分～３時30分
■ところ　米子コンベンションセンター２階小ホール
■内 容
①　講演　「終末期におけるスピリチュアルペインについて」
　　緩和ケア内科医師　松

まつ な み

波　馨
けい

士
じ

さん
②　特別講演　「病気は人生の夏休み
　　　　　　　～病気であっても、病人ではない～」
　　順天堂大学医学部病理・腫瘍学教授
　　樋

ひ の

野　興
おき

夫
お

さん
■参加費　無料
■主 催　（独）国立病院機構　米子医療センター
■問合せ　地域医療連携室
　　　　　（☎３７－３９３０、 ３７－３９３１）

第５回　世界腎臓デー in米子
■と き　３月５日（日）正午～午後４時
■ところ　米子コンベンションセンター
　　　　　（第７会議室、情報プラザ）
■内 容　腎臓病・糖尿病・高血圧・小児の専門医と医
療スタッフによるリレー講演、腎臓エコーチェック

■その他　医療・栄養相談、血圧測定、塩味覚チェック、
たんぱく尿検査、腎臓病チェックなど各種イベント

※参加費無料、申込不要　
■問合せ　山陰労災病院　腎臓サポートチーム
　　　　　（☎３３－８１８１）担当：中岡・森岡

■赤ちゃんを授かりたいご夫婦のための相談室
妊娠しないけれど、どうしたらいいの？医療機関
を受診した方がいいのかな…受診したら、どん
な検査、治療があるんだろう…赤ちゃんを授か
りたい方のさまざまな疑問、悩みについて無料
で相談に応じます。※事前予約の必要はありま
せん。 ▼毎月第２火曜日　午後１時～４時（２月
14日、３月14日）／ふれあいの里４階　研修室
２／問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）
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■家庭児童相談室
妊娠・出産、育児に関すること、経済的に困って
いる、家族関係に悩んでいるなどの相談に応じま
す。／問健康対策課家庭児童相談室（ふれあいの里
３階、☎２３－５１７６）
■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。 ▼９日（木）、
24日（金）、３月８日（水）／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。 ▼ 10日（金）、３月10日（金）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。
■相続登記・空き家等お困り事無料相談会
相続登記・空き家のことでお困りではありません
か？「未来につなぐ相続登記推進プロジェクト鳥
取」として、法務局職員、司法書士、土地家屋調
査士が無料で相談に応じます。要予約。 ▼ 10日（金）
午前10時～午後４時／鳥取地方法務局米子支局３
階会議室／問鳥取地方法務局米子支局（☎２２－
６１６２）

■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。 ▼ 11日（土・祝）の午前10時
～午後２時／市役所旧庁舎１階　男女共同参画セン
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。 ▼ 16日（木）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）
■カウンセラーによる「こころの相談会」
子どものこと、家族や知人のこと、自分のことな
ど、日頃気になっている悩みや困りごとをカウン
セラーに話してみませんか？秘密厳守、相談無料
ですが要予約です。 ▼ 19日（日）午前９時30分～
午後３時／米子コンベンションセンター　第７会議
室／どなたでも相談可能／予約先　ライフサポー
トセンターとっとり（☎０１２０－８２－５８５８、
０８５７－３２－５４５４）

■税の無料相談
中国税理士会米子支部の税理士による「税の無料
相談」が開催されます。税金に関することなら何
でもご相談ください。 ▼ 19日（日）午前10時～午
後４時／米子髙島屋　東館３階特設会場／問中国税
理士会米子支部（☎３２－４７９５）
■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。前日ま
でに要予約。 ▼ 24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）


