
有

料

広

告

■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

胃がん集団検診
月日 会場 受付時間

７月27日（木） ふれあいの里 午前８時30分～11時

■前日の午後９時から検査終了まで食事をとらないで
ください。
水は午前０時まで飲んでもかまいません。
当日起床時から検査終了まで喫煙、ガムの摂取も
ご遠慮ください。

■当日は必ず受診券と負担金をご持参ください。
※ふれあいの里の検診は、事前に予約が必要です。
先着順で予約を承りますので、ご希望の方はお早
めにお申し込みください。

乳がん集団検診
　平成29年度から乳がん検診の検査項目は、個別検
診・集団検診ともに問診および乳房エックス線検査
となります。
　今年度40歳になる方は、無料で乳がん検診を受け
ることができます。（６月下旬に発行した乳がん検診
受診券で自己負担金をご確認ください。）

乳がん集団検診日程
月日 会場 受付時間

７月23日（日）
ふれあいの里
（要予約）

午後１時30分～３時30分
７月27日（木） 午前９時～11時
８月３日（木） 午後１時30分～３時30分
■対象者　40歳以上の女性（平成28年度受診された
方は除きます。）

■持参する物　受診券に記載してある自己負担金、
米子市が発行した平成29年度健診受診券

■注意事項　必ず事前申込が必要です。（定員各 35
人）受診希望の方は、お手もとに受診券をご用意
のうえ（☎２３－５４５２・５４５８）へお電話くだ
さい。

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18日
（火）
淀江
・
宇田川

漁村センター 午前９時40分～10時30分
淀江ゆめ温泉駐車場 午前11時～11時20分
稲吉集落センター 午後１時10分～１時30分
料亭真名井前
米子市営無料駐車場 午後１時50分～２時10分

７月24日
（月）
大和

よなご大平園駐車場 午前10時～10時30分
ニューやまと公民館 午前11時～11時20分
いない淀江店 午後１時～１時30分
小波浜公民館 午後１時50分～２時20分

７月25日
（火）
宇田川

福井製茶前 午前９時40分～９時50分
富繁構造改善センター 午前10時～10時10分
宇田川分館 午前10時30分～10時50分
新井秀夫氏宅前旧道 午前11時10分～11時40分
旧朝日ゴルフクラブ
社員寮前駐車場 午後１時30分～１時40分

本宮農村公園駐車場 午後２時～２時10分
７月26日
（水）
市内全体

ふれあいの里 午前９時30分～10時30分

福米東

米原・恩部事務所前
駐車場 午前11時30分～11時50分

勤労青少年ホーム 午後１時10分～１時40分
福米東公民館 午後２時～２時30分
天満屋第２駐車場 午後２時50分～３時10分
米子信用金庫本店
駐車場 午後３時30分～３時40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りま
す「肺がん検診受診券（レントゲン車用）」を必ずご持
参ください。
※くわしくは地区回覧をご確認ください。
【訂正】　広報よなご６月号に掲載の休日がん検診の予約受
付開始日に誤りがありました。正しくは７月３日（月）
から受付します。
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７月から12月まで 大人のいろいろな健診を行ないます

種 類 対象者
（今年度中の年齢）

自己負担金

受診方法および内容70歳以上の方
（※１）・市民税
非課税世帯の方

左記以外の方

特定健診および
後期高齢者の健
診など

40歳以上の方
（国民健康保険加入者と後期高齢
者医療加入者のみ）（※２）

500円
医療機関：問診、尿検査、血圧測定、肝機能、
LDLコレステロール、HDLコレステロー
ル、中性脂肪、血糖など

大腸がん検診 40歳以上の方 200円 600円 医療機関：問診、便潜血検査

胃 が ん 検 診 40歳以上の方
400円 1,400円 検診車：問診、胃透視（レントゲン検査）

1,300円 4,100円 医療機関：問診、胃透視または内視鏡検
査（胃カメラ）

肺 が ん 検 診 40歳以上の方 100円 300円

検診車：問診、胸部レントゲン検査、喀
かく

痰
たん

検査（50歳以上で問診の結果必要な方
のみ）
※ 65歳以上の方は結核健康診断を含む。
※別記「肺がん検診日程」をご確認くだ
さい。

肝炎ウイルス
検査

40歳以上の方のうち、職場の検
診等で検査を受ける機会がない
方
（過去に肝炎ウイルス検査を受け
たことのある方は除く。）　

特定健診等と同時に検査した場合

医療機関：問診、採血（Ｂ型・Ｃ型肝炎ウ
イルス）

300円 1,100円

肝炎のみを検査した場合

500円 1,700円

肝炎ウイルス
検査個別勧奨
事業

今年度中に、40歳、45歳、50歳、
55歳、60歳、65歳、70歳になり、
過去に肝炎ウイルス検査を受け
たことのない方

無料 肝炎ウイルス検査と同様

乳がん検診
平成28年度に乳がん検診を受け
てない 40歳以上の女性 600円 2,000円 医療機関および検診車：問診、マンモグラ

フィ（乳房X線検査）
※予約が必要です。S52.4.1～S53.3.31生まれの方 無料

子宮頸がん検診 20歳以上の女性
頸部 750円 2,250円 医療機関：問診、細胞診（体部がん検診は

医師が必要と判断した方のみ）頸部・体部 1,350円 3,850円

ふしめ歯科検診 今年度中に、40歳、50歳、60歳、
70歳になる方 200円 500円

歯科医院（鳥取県西部歯科医師会）：問診、
歯周組織検査
（対象の方で受診を希望される方はお申し
込みください。後日受診券を郵送します。）

※１…70歳以上の方　昭和23年３月31日までに生まれた方
※２…国民健康保険以外の被用者保険（協会けんぽや企業の健康保険など）加入者の特定健診はそれぞれの保険者

が実施します。
■生活保護世帯の方は無料です。
■ 40歳以上の国保加入者、20歳以上の女性、40・45・50・55歳のふしめ年齢の男性、60歳以上の男性、過去
４年間に米子市の受診券で受診したことがある方に「平成29年度健診受診券」を６月末にお送りしました。
　受診券がないと健診は受けられません。届いていない方で健診を希望される方はお申し込みください。
■後期高齢者医療加入者で、人間ドックに変更希望の方は、各種健診を受診する前にご相談ください。
■各種がん検診については、職場などで受診ができる方は対象ではありません。
◆申込・問合せ　健康対策課（☎２３－５４５２・５４５８）
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平成29年度肝臓週間

「肝がん撲滅運動」市民公開講座
■と き　７月23日（日）午後１時～４時
■ところ　ふれあいの里　４階　中会議室ほか
■テーマ
①午後１時10分～１時40分
　「肝炎ウイルス対策と肝がん予防について」
　米子保健所長
　大

おお し ろ

城　陽
よう

子
こ

さん
②午後１時40分～２時10分
　「肝臓にやさしい食事」　
　鳥取大学医学部附属病院　栄養管理部
　渡

わた な べ

部　華
か な

奈さん
③午後２時10分～３時40分
　「肝臓がんについて」
　鳥取大学医学部附属病院　第２内科助教
　三

み

好
よし

　謙
けん い ち

一さん
◎講演会終了後、肝炎無料検査（会場：ふれあいの里
　研修室１）を行ないます。（要予約）

　連絡先：米子保健所（☎３１－９３１７）
※入場無料　申込不要
■問合せ　鳥取大学医学部　機能病態内科学
　　　　　（第２内科）岡野淳一
　　　　　（☎３８－６５２７、 ３８－６５２９）

大切なご家族を自死で亡くされた方へ
～「家族の集い」のお知らせ～

　「家族の集い」は、自死で家族を亡くされた方が集い、
安心して語り合い、気持ちを分かち合う会です。大切
な人の思い出や人にはなかなか言えないあなたの気持
ち、言葉にすると気持ちが少し軽くなるかもしれませ
ん。
　他の人のお話を聞くだけの参加や、匿名での参加も
できます。申込みは不要です。気が向いた時にいつで
も直接会場に出かけてみてください。
■と き　７月８日（土）午前10時30分～正午
　　　　　９月15日（金）午後４時30分～６時　
■ところ　ふれあいの里４階
■対 象　ご家族を自死で亡くされた方（親、配偶者、
きょうだい、子どもなど）

■内 容　参加されたご家族同士で自由に語り合います。
■問合せ　鳥取県立精神保健福祉センター
　　　　　（☎０８５７－２１－３０３１）

一般公開健康講座（第75回）
■と き　７月13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　「肺がんとは？～がんになって考えなければ

いけないこと～」
■講 師　米子医療センター 呼吸器内科
　　　　　唐

とう

下
げ

　泰
ひろ か ず

一さん※入場無料　申込不要
■問合せ　（公社）鳥取県西部医師会
　　　　　（☎３４－６２５１）

第８回　とっとり自死遺族フォーラム
「救いたい命～最後の声に寄り添い続けて～」
■と き　７月17日（月・祝）午後１時30分～４時
■ところ　米子市文化ホール
■内 容
　午後１時30分～
　　講演　「救いたい命～最後の声に寄り添い続けて」
　　講師　藤

ふじ や ぶ

薮　庸
よう い ち

一さん
　午後３時～３時30分　遺族は語る
　午後３時30分～４時　意見交換
※入場無料、申込不要。手話通訳、託児があります（要
申込み、申込締切７月10日（月））

■主催・問合せ　とっとり自死遺族自助グループ　コ
スモスの会（☎０９０－３１７２－２１１１（世話人代表：
厨子さん）、 ０８５７－２２－０６０６（事務局：尾崎））

てんかんの悩み、ご相談ください
　鳥取大学医学部附属病院に「てんかん診療拠点機関」
が設置され、てんかん相談支援コーディネーターが窓
口となり、てんかん専門医やてんかん協会鳥取支部、
行政機関などが連携し、てんかん患者さんとその家族
に対して電話相談をお受けしています。
■相談時間　火・金曜日　午前９時～午後３時
　　　　　　月・水・木曜日　午後１時～４時
■電話相談窓口　☎３８－７５０４
※くわしくはホームページ（http://www2.hosp.med.
tottori-u.ac.jp/epilepsy/2926/）をご確認ください。

熱中症に注意しましょう！
「自分は大丈夫」と思わずに…のどが渇かなくても、こ
まめな水分補給をこころがける／エアコン・扇風機
をうまく使用する／外出時は日傘、帽子を使う

「熱中症かもしれない」と思ったら…涼しい場所へ移動
し、からだを冷やす／水分補給をする／重度の場合
は、救急車を呼ぶ
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■相談名
内容 ▼日時／場所／問合せ先

■法テラス（日本司法支援センター）無料法律相談会
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。） ▼ 26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）
■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）
■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。 ▼10日（月）、25日（火）、
８月４日（金）／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）
■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。 ▼８日（土）、８月12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）
■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（月）、８月10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。

■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）
■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。 ▼ 13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）
■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。

▼ 28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）
■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）
■全国一斉不動産表示登記無料相談会
７月31日の「土地家屋調査士の日」にちなみ、全国で
無料相談会を開催します。土地の境界に関する相談、
土地・建物の表示に関する登記、土地分筆・建物新築・
増築などのお悩みについて、土地家屋調査士が相談に
応じます。 ▼ 30日（日）午前10時～午後４時／ふれあ
いの里／問鳥取県土地家屋調査士会（☎０８５７－２２
－７０３８）


