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■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

禁煙したい「あなた」を応援
世界禁煙デー in米子イベント

～「パパくさい！」　言われてもまだ　吸いますか？～
（禁煙標語受賞作品）

　５月31日の世界禁煙デーに合わせて、たばこの害な
どについてみんなで考えるイベントを開催します。禁
煙したい「あなた」を応援するイベントです。薬人（や
くんちゅ）戦隊もやってきます！！ぜひ、遊びに来て
ください。
■と き　５月28日（日）午後１時～３時
■ところ　イオン米子駅前店１階　吹き抜け広場
■内 容
○禁煙相談コーナー
　専門医による禁煙相談・ニコチンパッチ無料処方
○体験コーナー　ニコチン依存度チェック・肺年齢測
定・呼気中一酸化炭素濃度測定
○啓発コーナー　小中学生の禁煙ポスター・標語の展
示・紙芝居・禁煙ぬり絵・貯「禁」箱の作成など
■主催・問合せ　世界禁煙デー in 米子 実行委員会
　　　　　　　　（☎３１－９３１９、 ３４－１３９２）

「なるほど子育て術」
ペアレントトレーニングを学ぼう

　子育てにお困りの保護者のための子育て講座です。
　今より、子育てが楽しく、ラクになるようなちょっ
とした「コツ」や「技」を一緒に学んでみませんか？

日 時 内 容
第１回 ５月23日（火） ほめ上手になろう①
第２回 ５月30日（火） ほめ上手になろう②
第３回 ６月12日（月） 整え上手になろう
第４回 ７月10日（月） 伝え上手になろう
第５回 ７月24日（月） 座談会
■場所　ふれあいの里　３階
■時間　午前９時30分～11時30分
■対象　３歳～６歳までの未就学児の保護者で、５回す

べてに参加できる方
■定員　16人程度（申込みが必要です。）
■テキスト代　1,100円
■申込・問合せ　５月８日（月）～16日（火）までに健
康対策課（☎２３－５４５６）にお申し込みください。
定員になり次第締め切ります。

※託児をご希望の方は、お申込みの際にお申し出くだ
さい。

※講座には、米子市や他市町村の保健師・保育士等が
見学に入りますので、ご了承ください。

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
受診したほうがいいのかな…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。
ふれあいの里４階　研修室２
毎月第２火曜日の午後１時～５時

５月から、淀江支所でも相談室を開設します
淀江支所２階　第４会議室
奇数月の第２水曜日　午後１時～５時
※ただし、７月は第１水曜日（７月５日）に行ないます。
■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）
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『ふらっと、運動体験！！』

　日常の運動習慣のきっかけ作りとして、次の日程で
『ふらっと、運動体験 !!』を開催します。
　運動したいけどやり方がわからない方や、これから
運動習慣を作っていきたい方は、一度体験してみては
いかがでしょう。必要に応じて健康運動指導士による
アドバイスもします。
■対 象　市内在住の65歳以上の方（ただし、介護認

定のある方は除く。）
■利用料　150円
■予 約　不要
※来場者数が多数になることも予想されますので、運
動機器の使用は譲り合いにご協力ください。
ふれあいの里（２階作業療法室）
５月１日（月）午後２時～４時
５月８日（月）午前９時30分～11時30分
５月15日（月）午前９時30分～11時30分
５月26日（金）午後２時～４時
淀江老人福祉センター（２階）
５月10日（水）午後２時～４時
５月17日（水）午後２時～４時
５月24日（水）午後２時～４時
５月31日（水）午後２時～４時
弓浜地域老人福祉センター（機能訓練室）
５月11日（木）午後２時～４時
５月18日（木）午後２時～４時
５月25日（木）午後２時～４時
■問合せ　長寿社会課
　　　　　（☎２３－５１５５、 ２３－５０１２）

　がいなみっく予防トレーニング
参加者募集

　体力の衰えを感じるようになってきた方、今の健康
を維持したい方、運動を始めてみませんか。フィット
ネスクラブなどで、筋力トレーニングや水中運動等を
行ないます。市内に18か所あります。運動の楽しさや
効果を体感し、運動習慣につなげましょう。
■期 間　週１回、３か月までご利用できます。
■対 象　65歳以上で医師から運動制限されていない方
■利用料　１回あたり150円
■申込・問合せ　長寿社会課
　　　　　　　　（☎２３－５１５５、 ２３－５０１２）

サービス提供施設一覧
フィットネスクラブ

パジャ米子 コナミスポーツクラブ米子

米子ホスピタウン
真誠会 健康クラブ

弓浜ホスピタウン
真誠会 健康クラブ

セントラルローズガーデン
真誠会 健康クラブ

ローズガーデン
真誠会 健康クラブ

デイサービスセンター
暖だん倶楽部 ペアーレ中海

ロコトレセンター メディカルフィットネス
センターCHAX

あわしまデイケアセンター とみます外科 デイケア

弓浜老人福祉センター なんぶ幸朋苑
介護予防通所リハ

みのかや運動処よらいや みのかやデイサービス
いずみの苑 ふれあいの里

♪ 歌って健康若がえり教室 ♬
　ピアノ伴奏にあわせて、思いっきり歌いましょう！
あんな歌、こんな歌…こころがますます元気にはずん
できます。
　どうぞ、あなたの健康づくりにお役立てください。
■と き　６月８日（木）　
　　　　　午後１時30分～３時20分（受付午後１時～）
■ところ　ふれあいの里　１階　大会議室
■内　容　「みんなで歌いましょう」
　　　　　歌の指導　下

しも

田
だ

公
き み

夫
お

さん
■参加費　100円
■主催・問合せ
　　　　　米子市地区保健推進員連絡協議会
　　　　　会長　内

うち

田
だ

久
く み こ

美子さん（☎３３－６４９１）
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一般公開健康講座（第73回）
■と き　５月18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　「排尿障害のお話～夜間頻尿、過活動膀胱を

中心に～」
■講 師　鳥取大学医学部 腎泌尿器学分野　講師
　　　　　引

ひき

田
た

　克
かつ

弥
や

さん
加齢に伴い、頻尿や排尿困難など、泌尿器科の疾患
に伴う症状が出現してくる頻度が高くなります。頻
尿や排尿困難は様々な原因でおこり、それぞれ治療
法が異なります。特に過活動膀胱といわれる、尿意
切迫感や頻尿を主訴とする疾患は、約800万人程度
の方が罹

り

患しているといわれています。今回は排尿
障害についてお話しします。排尿障害で困ることが
ないよう、必要な知識を身に着けましょう。
※入場無料　申込不要
■問合せ　（公社）鳥取県西部医師会
　　　　　（☎３４－６２５１）

全国膠
こう

原
げ ん

病
びょう

友の会　医療講演会
■と き　５月28日（日）午後２時～３時50分
■ところ　米子市立図書館　２階
■テーマ　「膠原病と目の疾患」
■講 師　鳥取大学医学部附属病院　
　　　　　眼科　講師
　　　　　馬

ば ば

場　高
たか

志
し

さん
■テーマ　「膠原病の合併症について」
■講 師　鳥取大学医学部附属病院
　　　　　呼吸器・膠原病内科　助教
　　　　　長

は

谷
せ

川
がわ

　泰
やすゆき

之さん
※入場無料　申込不要
■問合せ　全国膠原病友の会鳥取県支部
　　　　　（☎・ ２７－０２０３）

心不全を知る・防ぐ・治す！
市民公開講座

■と き　５月21日（日）午後１時～４時
■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
　コーディネーター
　　鳥取大学医学部附属病院循環器内科
　　教授　山

やまもと

本　一
かずひろ

博さん
　「心不全のことがすっきりわかる30分」　
　　鳥取大学医学部附属病院循環器内科
　　循環器専門医　衣

きぬがさ

笠　良
よしはる

治さん
　「日常生活で気をつけること
　～自分らしい生活を送るために～」
　　鳥取赤十字病院
　　慢性心不全認定看護師　濱

はまもと

本　奈
な み

未さん
　「薬は苦いが役に立つ！
　～薬の管理方法についてのご提案～」
　　鳥取大学医学部附属病院薬剤部
　　心臓リハビリテーション指導士　太

おお

田
た

　友
とも

樹
き

さん
　「今日からやれる塩分制限！」
　　鳥取大学医学部附属病院栄養管理部
　　ＮＳＴ専門療法士　中

なかやま

山　奈
な つ こ

都子さん
　「運動で長生き。心臓と運動の良い関係」
　　鳥取大学医学部附属病院リハビリテーション部
　　心臓リハビリテーション指導士　曽

そ た

田　武
たけ

史
し

さん
　特別講演「生老病死を生きる」
　　あそかビハーラ病院ビハーラ僧　山

やまもと

本　成
なる

樹
き

さん
※入場無料　申込不要
■主 催　日本心不全学会
■問合せ　鳥取大学医学部附属病院第一内科診療科群
（循環器内科・内分泌代謝内科）（☎３８－６５１７）
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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全般について、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、消費者金融など）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）
■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（水）、６月１日（木）午後１時～４時／市役
所第２庁舎相談室／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。 ▼ 13日（土）、６月10日（土）の午
前10時～午後２時／米子市立図書館１階対面朗読室
（市役所有料駐車場をご利用ください。無料処理しま
す。）／問鳥取県行政書士会事務局（☎０８５７－２４
－２７４４）
■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（鹿島康裕さん、佐藤幸人さん、足立融さん、権
田貴子さん）が相談に応じます。予約不要。 ▼ 15日
（月）／市役所第２庁舎３階会議室。25日（木）、６月８
日（木）／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）
■多重債務・法律相談会
多重債務や借金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。 ▼ 18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）
■法テラス無料法律相談会
国が設立した「法テラス（日本司法支援センター）」は、
法的トラブルの総合案内所です。設立11周年を記念し
て、無料法律相談会を開催します。離婚・借金・相続・
成年後見など、法律問題全般について、弁護士が相談に
応じます。 ▼ 22日（月）午後２時～４時。市役所本庁舎
４階401会議室。１人30分、定員16人。要予約（受付
時間：平日午前９時～午後５時）。申込先：法テラス鳥取（☎
０５０－３３８３－５４９５、 ０８５７－２０ー２２９８）
／問市民相談課（☎２３－５３７８、 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。前日までに要予約。

▼ 26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）


