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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

YONAGO
ピンクリボンフェスタ２０１７
ー知ろう乳がん　守ろう命ー

　参加無料です。今年は10周年記念大会です。どう
ぞお気軽にお立ち寄りください。
■と き　６月18日（日）午後０時30分～４時
■ところ　ふれあいの里　１階　大会議室
○「鳥の劇場」による乳がんを通じたヒューマンド
ラマ　（愛と感動の三部作）
１幕　発見「砂の味」
２幕　治療「選択」
３幕　生活「授かりもの」
○ミニレクチャー　　　
○乳がん相談コーナーなど
■問合せ
　ピンクリボンフェスタ実行委員会　事務局
　友森一美さん（☎０９０－４１４４－３４０５）
◎ピンクリボン運動は乳がんの早期発見 ･早期診断
･早期治療を呼びかける運動です。

肺がん検診日程
（65歳以上の方は結核健康診断を含みます。）

月 日 ところ と き

７月10日
（月）
義 方

義方公民館 午前８時50分～９時40分
三本松２区公民館 午前10時～10時20分
西保育園駐車場 午前10時40分～11時
あけぼの幼稚園
駐車場 午前11時20分～11時50分

加茂川広場
（鹿島茶店前） 午後１時30分～２時

ラシーヌ（株式会
社丸越）駐車場 午後２時20分～２時30分

まるごう上後藤店
駐車場 午後２時50分～３時30分

７月11日
（火）
淀 江

ウェルネス淀江店
第二駐車場 午前９時40分～10時

淀江中学校 午前10時20分～11時
米子市淀江支所 午後１時～２時
淀江公民館 午後２時20分～３時20分

◆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
◆受診券　受診される際には、健診受診券の中にある「肺
がん検診受診券（レントゲン車専用）」を必ずご持参く
ださい。

乳がん検診のお知らせ
　平成29年度からは視触診検診はなくなりマンモグラフィ撮影のみとなります。
　次の表に記載の機関では乳がん検診と子宮頸がん検診を一緒に受けることができます。予約方法などくわしくは、
６月下旬にお送りする健診受診券をご確認ください。電話の際は、健診受診券をお手元にご用意のうえ、お問い合
わせください。

検診実施機関名 申込方法
西伯病院（月のみ実施）

直接医療機関へお申し込みください。長田産科婦人科クリニック（診療日に実施）
博愛病院（月・水・金のみ実施）
米子医療センター（月・金のみ実施） 健康対策課へお申し込みください。鳥取県保健事業団
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胃がん集団検診
月日 会場 月日 会場

７月27日（木）ふれあいの里（要予約） 11月２日（木）ふれあいの里（要予約）

９月19日（火） 淀江支所
（要予約） 11月10日（金）ふれあいの里（要予約）

９月21日（木） 彦名公民館 11月15日（水） 保健事業団先着40人

９月27日（水）福米東公民館 11月17日（金） 成実公民館

９月28日（木）福生東公民館 11月30日（木） 加茂公民館

10月17日（火） 淀江支所
（要予約） 12月７日（木）大篠津公民館

10月30日（月） 住吉公民館

乳がん集団検診
月日 会場 月日 会場

７月27日（木）ふれあいの里（要予約） 10月25日（水）ふれあいの里（要予約）

８月３日（木）ふれあいの里（要予約） 11月２日（木）ふれあいの里（要予約）

８月22日（火）ふれあいの里（要予約） 11月10日（金）ふれあいの里（要予約）

９月６日（水）ふれあいの里（要予約） 11月15日（水） 保健事業団先着35人

９月15日（金）ふれあいの里（要予約） 12月７日（木）大篠津公民館

９月19日（火） 淀江支所
（要予約） 12月20日（水）ふれあいの里（要予約）

10月３日（火）ふれあいの里（要予約） 12月26日（火）ふれあいの里（要予約）

10月17日（火） 淀江支所
（要予約）

集団検診が変わりました！

会場
ふれあいの里

胃がん
先着：40人

乳がん
先着：35人 子宮がん 肺がん

要予約 予約不要

受付時間 午前８時30分
～11時

午前９時
～ 11時

午後１時30分
～３時30分

午前９時
～11時30分

午前９時30分
～11時30分

７月23日（日） ○

８月20日（日） ○

８月27日（日） ○

９月24日（日） ○ ○ ○

10月15日（日） ○ ○

11月19日（日） ○

11月23日（木・祝） ○ ○ ○

12月10日（日） ○ ○

12月24日（日） ○ ○

休日がん検診

耳より情報！
胃がん・乳が
ん・子宮がん
検診が同時に
受診できます。
（胃がん・乳が
ん・子宮がん
単独での受診
も可能です。）

※受付時間は「ごみ分別収集カレンダー＆健康ガイド」のカレンダー部分、または７月号以降の「広報よなご」で
ご確認ください。　

がん検診

☆休日がん検診
の予約受付は
７月１日から
です。

■検診の予約、問い合わせは（☎２３－５４５２、５４５８）まで
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■相談名
内容 ▼日時／場所／問合せ先

■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。今月から毎月１回無
料法律相談会を市役所で開催します。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。要予約、米子市在住または在勤の方、資
力が一定額以下の方が対象。（くわしくは法テラスま
で。） ▼ 28日（水）午後２時～４時。市役所本庁舎４階
402会議室。１人30分、定員４人。申込先：法テラス
鳥取（☎０５０－３３８３－５４９５（受付時間：平日午
前９時～午後５時）／問市民相談課（☎２３－５３７８、
２３－５３９１）

■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）
■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）
■労働関係機関による日曜合同労働相談会
解雇、雇止め、賃金未払い、労働時間、有給休暇、パ
ワハラなどの労働問題全般に関する相談について、無
料・秘密厳守で「合同労働相談会」を開催します。事
前予約優先で相談を受け付けますので、くわしくは「労
使ネットとっとり」までお問い合わせください。（予
約締切：16日（金）午後５時15分）。 ▼ 18日（日）午
前10時～午後３時／ふれあいの里／問労使ネットとっ
とり（鳥取県労働委員会）（☎０１２０－７７－６０１０、
０８５７－２６－８１５３）

一般公開健康講座（第74回）
■と き　６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　「パーキンソン病と上手に付き合うために

知っておくこと」
■講 師　博愛病院 神経内科部長
　　　　　安

やす

井
い

　建
けんいち

一さん
手の震えや動作が鈍くなる脳の病気、パーキンソン
病は、根治が難しいため、治療を受けながら上手に
付き合うことが大事です。パーキンソン病ってどん
な病気？どんな治療があるの？どんな公共制度があ
るの？など知っておくと良いことをわかりやすくお
話しする予定です。
※入場無料　申込不要
■問合せ　（公社）鳥取県西部医師会
　　　　　（☎３４－６２５１）

後期高齢者医療
歯科健康診査（口腔健診）のお知らせ
　後期高齢者医療制度に加入している方を対象に、歯・
歯肉の状態や口腔清掃状態等をチェックする「歯科健
康診査（口腔健診）」を実施します。口腔機能の低下や、
肺炎等の疾病を予防するために年に一度は口腔健診を
受けましょう。
■申込方法　後期高齢者医療広域連合または米子市保
険年金課までお申し込みください。

■受診方法　後期高齢者医療広域連合から「受診券」・
「問診票」・「受診できる歯科医院一覧」等を送付しま
す。送られた一覧から希望する歯科医院に申込みを
して、「後期高齢者医療被保険者証」と「受診券」・「問
診票」を持参して健診を受けてください。

■健診内容　問診・噛む力や飲み込みの力の確認・舌
の動きの確認・歯や歯肉の状態の確認

■受診費用　健診自体は無料ですが、その後に治療行
為が行なわれる場合は有料となりますので、十分な
説明を受け、納得のうえで治療を受けてください。

■受診期間　６月１日（木）～平成30年１月31日（水）
■その他　健診は、年度内に１回のみです。
■問合せ　鳥取県後期高齢者医療広域連合　業務課
　　　　　（☎０８５８－３２－１０９５）
　　　　　米子市保険年金課
　　　　　（☎２３－５１２１、 ２３－５５７９）
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■女性の権利１１０番（弁護士相談・無料）
ＤＶや離婚、マタハラ・セクハラ、子どもに関する問
題など、女性に関係する法律問題全般に関し、鳥取
県内の弁護士による無料電話相談（☎０８５７－３０－
４０１１ ※通話料金がかかります。）を実施します。
この機会にお気軽にご相談ください。 ▼ 23日（金）午
前10時～午後４時／問鳥取県弁護士会（☎０８５７－
２２－３９１２）
■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）、７月８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）
■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）
■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。

▼ 23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）
■不動産こまりごと相談
空き家・空き土地および不動産の困りごとについて、
無料で相談に応じます。 ▼ 12日（月）午後１時～４時
／米子市福祉保健総合センター　ふれあいの里／問公
益社団法人鳥取県宅地建物取引業協会西部支部（☎
３２－８２０８、 ３２－８２０９）
■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。 ▼ 15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）

■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。 ▼８日（木）、26日（月）、
７月10日（月）／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）

■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）
■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。 ▼１日（木）、７月10日（月）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。

■身体障がい者・知的障がい者相談
○身体障がい者相談日
　身体障がい者相談員が、身体障がい者の生活上のさ
まざまな相談に応じます。
■と き　毎月第３木曜日　午前10時30分～正午
（６/15、8/17、10/19、１/18、3/15 は医師によ
る身体障がい者医療相談も行ないます。）
■ところ　米子市心身障害者福祉センター

相談員氏名 住所 電話番号
板垣　成行（視覚） 新開 1-7-31 22-4755
黒田　正勝（肢体） 富益町 141-21 25-1164
岩田　　敬（肢体） 下新印 531-1 27-2776
田中　純子（内部） 河岡 878 27-4464
吉田喜久子（肢体） 河崎 1081-2 29-0450
後藤　　昌（視覚） 皆生温泉 1-2-59 34-0670
山本美代子（肢体） 車尾 2-13-19 35-5814

○知的障がい者相談日
　知的障がい者相談員が、知的障がい者の家庭におけ
る療育や生活などに関する相談に応じます。
■と き　7/27、9/28、11/16、1/25、3/15の 午
後１時30分～３時
■ところ　ふれあいの里　１階　障がい者活動室２
相談員氏名 電話番号 相談員氏名 電話番号
柴田ひろ子 22-2655 植村ゆかり 23-0825
安木　達哉 090-1189-0794

■問合せ　米子市心身障害者福祉センター
　　　　　（☎３２－９００１、 ３５－６５７７）




