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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

お届けします！
楽しい子育て・孫育て講座

■と き　９月23日（土）午前10時～正午
■ところ　ふれあいの里　４階　会議室
■内 容　「孫育てのメリット」、「今と昔の子育ての違
い」、「成長に合わせた育児方法」、「ワークショップ：
沐
もく

浴、赤ちゃん抱っこ」などをお伝えします。
■対 象　孫育てに関心のある方、パパ、ママ
■定 員　20人
■申込期限　９月19日（火）まで
■申込方法　所定の申込用紙に必要事項を記入のうえ、
電話、ＦＡＸまたはＥメールで、一般社団法人鳥取
県助産師会までお申し込みください。申込用紙は、
市内の公民館にあります。また、鳥取県ホームペー
ジ（http://www.pref.tottori.jp/261094.htm）から
ダウンロードすることもできます。

■申込・問合せ　一般社団法人鳥取県助産師会（☎
３１－３６２４、 ３７－５０１７、Ｅメール：
midwifemama981115@nifty.com） （Ｅメールでお
申込みの際は、題名に「孫育て講座」と記載してく
ださい。）

胃がん集団検診
月日 会場 受付時間

９月19日（火）米子市淀江支所 午前８時30分～11時
９月21日（木） 彦名公民館 午前８時30分～９時30分
９月24日（日）ふれあいの里 午前８時30分～11時
９月27日（水）福米東公民館 午前８時30分～９時30分
９月28日（木）福生東公民館 午前８時30分～９時30分
10月15日（日）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。
※米子市淀江支所と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。

予防接種実施医療機関追加のお知らせ
　米子市が実施しています定期予防接種について、お
知らせに記載してある医療機関に追加がありましたの
で、お知らせします。
病院名 住所 予防接種の種類

米子ファミ
リー内科ク
リニック

新開２丁目

高齢者肺炎球菌ワクチン
水痘ワクチン
ヒブワクチン
ポリオワクチン
小児肺炎球菌ワクチン
BCGワクチン
４種混合ワクチン
日本脳炎ワクチン
B型肝炎ウイルスワクチン
２種混合ワクチン
麻しん風しん混合（ＭＲ）ワクチン

歌って健康若がえり教室
ピアノ伴奏にあわせて、おもいっきり歌いましょう！
■と き　９月14日（木）午後１時30分～３時20分
　　　　　（受付：午後１時から）
■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

美
み

子
こ

さん（☎３３－６４９１）



肺がん検診のお知らせ
◆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 月 日 ところ と き

９月19日
（火）
河崎

河崎団地集会所 午前８時50分～９時20分

10月３日
（火）
巌

今在家公会堂 午前９時～９時20分

（旧）松本鍼灸整骨院隣 午前９時50分～10時10分 箕公民館 午前９時50分～10時20分

磯村栄寿氏宅跡 午前10時30分～10時50分 米子松蔭高等学校　正門前
時計台 午前10時30分～10時40分

河崎四軒屋バス停横空き地 午前11時20分～11時40分

伯母山会館 午後１時20分～１時40分 巌公民館 午前11時～11時50分

河崎公民館 午後２時10分～２時40分 上蚊屋公民館 午後１時20分～１時30分

９月25日
（月）
崎津

６区集会所（葭津地区児童
厚生体育施設） 午前９時10分～９時30分

熊党・繪原幸夫氏宅裏 午後１時50分～２時10分

浦津公民館 午後２時40分～２時50分

橋本青果 午前９時50分～10時 近畿薬品米子営業所 午後３時10分～３時30分

崎津公民館 午前10時30分～10時50分

10月10日
（火）
大高

前田隣保館 午前９時～９時10分

鳥取西部農協崎津支所 午前11時10分～11時20分 大神山神社境内 午前９時30分～10時

大崎２区集会所（崎津２区
集会所） 午後１時～１時10分

城園ハイツ公園 午前10時20分～10時40分

石田公民館 午前11時～11時20分

上大崎停留所西隣 午後１時30分～１時50分 下郷集会所 午前11時40分～正午

Kショップきのした駐車場 午後２時20分～２時50分 岡成・赤井氏宅前駐車場 午後１時30分～２時

10月２日
（月）
明道

まるごう米子南店 午前９時30分～10時10分 上泉・堂成 午後２時20分～２時30分

とんかつ繁昌亭　道笑町店 午前10時30分～10時40分 下泉公民館 午後２時50分～３時20分

道笑町３丁目　白根氏宅駐
車場 午前11時～11時40分 10月16日

（月）
大高

大高公民館 午後２時～２時30分
明道公民館 午後１時10分～１時30分

市内全体 ふれあいの里 午後２時～３時

◆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。
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乳がん検診のお知らせ
◆乳がん集団検診日程
月 日 ところ と き

９月15日（金）ふれあいの里 午後１時30分～３時30分
９月19日（火） 淀江支所 午前８時30分～11時
９月24日（日）ふれあいの里 午前９時～11時
10月３日（火）ふれあいの里 午後１時30分～３時30分
■対象者　40歳以上の女性（平成28年度に受診さ
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年度乳がん検診受診券

■注意事項　必ず事前申込が必要です。
　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。
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一般公開健康講座（第77回）
■と き　９月20日（水）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　「生活習慣病と骨粗しょう症（骨折）」
■講 師　山陰労災病院　整形外科　岡

おか

野
の

　徹
とおる

さん
　人口の高齢化に伴い骨粗しょう症患者は増加し、骨
折患者も増加しています。50歳の女性がその後の生
涯、背骨を骨折する確率は３人に１人、股関節（下肢
の付け根）を骨折する確率は４人に１人です。これら
の骨折は、介護状態に密接に関係しています。
　できるだけ骨折しない体にするためには、どうすれ
ばいいか、生活習慣病との関連も含めてお話しします。
※入場無料　申込不要
■問合せ　（公社）鳥取県西部医師会
　　　　　（☎３４－６２５１）

「骨と関節の日」特別講演会
■と き　10月15日（日）午後２時～３時30分　
■ところ　ふれあいの里　大会議室
■テーマ　「健康寿命とロコモについて」
■講 師　瀧田整形外科医院　院長　瀧田寿彦さん
※入場無料
■問合せ　（公社）鳥取県西部医師会（☎３４－６２５１）

９月10日～16日
　わが国では、毎年多くの人が自死によって亡くなって
います。平成28年度には２万２千人の方が亡くなりまし
た。米子市ではここ数年、１か月に約２人の方が自死で亡
くなっており、ご家族を始め地域や仲間などの深い悲しみ
となっています。
　つらい状態で悩み、自ら死を選ぼうとしている人が、あ
なたの身近にもいるかもしれません。
　自死は、健康問題や過労、生活困窮、いじめや孤立など
さまざまな事柄が複雑に関係して、心理的に追い込まれた
末の死といわれており、個人的な問題ではなく、社会全体
の取り組みが必要です。

気づき 傾聴 つなぎ 見守り
家族や仲間の変
化に気づいて、
声をかける

本人の気持ち
を尊重し、耳
を傾ける

早めに専門家
に相談するよ
う促す

温かく寄り添い
ながら、じっく
りと見守る

■こころの相談窓口　　―相談は無料です―
　米子市健康対策課（☎２３－５４５２）
　鳥取県西部総合事務所福祉保健局（☎３１－９３１０）
　鳥取県立精神保健福祉センター（☎０８５７－２１－３０３１）
※鳥取県では「自殺」という言葉にかえて「自死」と表記しています。

まずは、声をかけることから始めてみませんか？
あなたにもできる自死予防の第一歩

大大大大大大大大大大大大大大切大切大大切大大切大切大切大切大切なごなごなごなごなごなご家族家族家族家族家族家族家族を自を自を自を自を自を自を自死死で死で死で死で死で亡く亡く亡く亡く亡く亡く亡くされされされされされされ 方た方た方た方た方た方た方へへ

「家族の集い」のご案内
　「家族の集い」は、自死で家族を亡くされた方が集い、
安安安安安安心安 して語り合い、気持ちを分かち合う会です。大切切切切
ななななな人な の思い出やあなたの気持ち、言葉にすると気持ちちちち
がががが少が 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、匿名でも参加でででで
きききききまき す。気が向いた時に直接会場にお出かけください。。
※※※※申※ 込みは不要です。
■■■■■■と き
　９月15日（金）午後４時 30分～６時
　11月11日（土）午前10時30分～正午
■■■■■■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（自死された方方方方
の親、配偶者、兄弟、子どもなど）
■■■■■■問合せ　鳥取県立精神保健福祉センター
　　　　 （（（（（　（（（☎☎☎☎０８０８０８０８０８５７５７５７５７５７－２２２２２１－１１１１ ３０３０３０３０３０３１３１３１３１３１））））））））

「いつまでも若々しく活躍する元気づくり教室」
参加者募集！

　楽しみながら気持ちのいい汗をかき、脳の活性化や
体力の維持・向上を図りましょう！
■と き　9/20、10/4・18、11/1・15、
　　　　　12/6・20の水曜日、午後２時～４時。
■ところ　ふれあいの里（２階）作業療法室
■内 容　健康運動指導士の指導のもと、ラダーウォー
キング（床にラダー（縄ばしご）を置き、簡単なステッ
プや手拍子などを組み合わせ、頭を使って手足を動
かす。）を行ないます。また、ボール、タオルなどを
使って楽しく運動します。
■対象者　40歳～64歳の方で、介護認定を受けてい
ない方（運動を制限されていない方）

※予約不要、参加無料
※水分補給用ドリンクとタオルをご持参ください。
■問合せ　健康対策課（☎２３－５４５２、 ２３－
５４６０、Ｅメール：kentai@city.yonago.lg.jp）
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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。） ▼ 27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）
■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）
■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）
■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）
■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。 ▼６日（水）、22日（金）、
10月５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）

■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。 ▼ 11日（月）、10月10日（火）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。

■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。 ▼ 14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）
■全国一斉！法務局休日相談所
遺言、相続、登記、戸籍、国籍、供託、人権および心
配ごとなどについて、法務局職員、公証人、司法書士、
土地家屋調査士および人権擁護委員が無料で相談に応
じます。予約の方を優先。 ▼ 10月１日（日）午前10時
～午後３時／鳥取地方法務局米子支局（旗ヶ崎２－10
－12）／問鳥取地方法務局総務課　藤原（☎０８５７
－２２－２１９１、 ０８５７ー３７－１０２２）
■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。

▼ 29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）
■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。 ▼９日（土）、10月21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）


