
市民フォーラム　第７回認知症サミット鳥取 in米子2017
■と き　９月24日（日）午後０時45分～４時　■ところ　米子市文化ホール　メインホール
　認知症の人やその家族が、住み慣れた地域でよりよい生活が送れるよう、「明日から役立つ認知症の知識」をテー
マに市民フォーラムを開催します。ぜひ、ご参加ください。参加費無料です。
■基調講演　「認知症医療の現状」　午後１時15分～１時50分
　座長　小

お だ

田　貢
みつぐ

さん（医療法人・社会福祉法人 真誠会 理事長）　
　講師　高

たか

田
た

照
て る

男
お

さん（西伯病院　認知症疾患医療センター長）
■シンポジウム　午後１時50分～３時55分
「認知症に対する家族の対応について」　医療法人真誠会　佐

さ

平
ひら

登
と

志
し

美
み

さん
「高齢者の徘徊について」　米子市長寿社会課　奥

おく た に

谷　剛
たけし

「道路交通法改正による認知症対策について」鳥取県警察本部　山
やま

﨑
さ き

隆
た か

志
し

さん
「認知症の遺産相続について」　弁護士　水

みず

田
た

敦
あ つ

士
し

さん
「認知症治療保険について」　太陽生命保険株式会社　原

はら

　耕
こう

平
へ い

さん
座長　山

やま

田
だ

修
しゅう

平
へ い

さん（鳥取看護大学・鳥取短期大学 理事長）
　　　小田　貢さん（医療法人・社会福祉法人 真誠会 理事長）
※会場前では、介護に関する相談、健康チェック、薬や栄養の相談、福祉用具展示コーナー等も設けています。
■問合せ　認知症サミット鳥取実行委員会（真誠会セントラルクリニック内）
　　　　　（☎０８０－５２３２－６６０６、 ２４－２２４９）

第１回　米子市消費生活セミナー（「米子人生大学」公開講座）
ガッテン流！「長生きするためには○○食べよう！」
講師　元ＮＨＫ科学・環境番組専任ディレクター
　　　「ためしてガッテン」演出担当デスク　北

き た お り

折　一
はじめ

さん
　ご存じＮＨＫの番組「ためしてガッテン」の制作に長い間携わってこられた実績のほか、
マスコミ界初の「消費生活アドバイザー」の資格をお持ちで、健康教育の分野などでもご活
躍中の北折一さんにご講演いただきます。
■と き　９月25日（月）午後２時～３時30分（受付開始：午後１時）
■ところ　米子市文化ホール メインホール
■定 員　670人　※入場無料・申込不要　■主 催　米子市
■問合せ　市民相談課（☎２３－５３７８、 ２３－５３９１）

『どんな境遇の子どもも見捨てない！』
アウトリーチと重層的な支援ネットワークを活用した多面的アプローチ

～社会的孤立・排除を生まない支援体制の確立に向けて～
■講 師　ＮＰＯスチューデント・サポート・フェイス　代表理事　谷口　仁史さん
　谷口さんは、NHKプロフェッショナル仕事の流儀「寄り添うのは、傷だらけの希望」に出演され、不登校、ひき
こもり、非行、ニート等困難を抱える子ども・若者たちの自立支援、「アウトリーチ」（訪問支援）に取り組まれ、
本人たちとの信頼関係にもとづく継続的な支援によって、９割以上を学校復帰、脱ひきこもり、進学、就職などの
改善に導かれています。このたびは、この活動を通して見えてきた社会的孤立や排除を生まないための支援のあり
方についてお話しいただきます。皆さんのご参加をお待ちしています。
■と き　10月５日（木）午後７時～８時30分（開場：午後６時30分）　■ところ　ふれあいの里１階　大会議室
■問合せ　人権政策課（☎２３－５２５１、 ３７－３１８４）

フレッシュタウン錦海団地 ４区画を分譲中！
　錦海団地の住宅用地を分譲しています。
■１区画当りの面積　305.51㎡～ 307.43㎡
■分譲価格　13,118,294円～13,821,300円
■申込方法　所定の申込書に住民票を添えて、建設企画課（本庁舎
２階）にお申し込みください（申込書は建設企画課にあります）。

■受付期間　随時受付中
■譲渡人の決定　申込順に譲渡人を決定します。
※分譲の条件などくわしくは、ホームページをご確認ください。
■問合せ　建設企画課総務係（☎２３－５５２９、 ２３－５３９６、
Ｅメール：kensetsukikaku@city.yonago.lg.jp）



第38回米子市福祉のつどい
～1000人ウォーク～ ボランティア募集
　障がいのある方とボランティアが一緒に歩きながら
ふれあい、交流を深める1000人ウォーク。緊急の際、
スムーズな連携が行なえることも目的としています。
今回は、リオデジャネイロパラリンピックに出場され、
2020年の東京パラリンピックをめざしておられる野

の

田
だ

昭
あ き か ず

和選手（鳥取市在住）をゲストにお迎えします。
　ゴール後は、体育館へ移動し、みんなでレクリエー
ションを楽しみます。災害時の非常食（マジックライス）
の実演・試食も行ないます。
■と き　９月24日（日）午前９時～正午
■ところ　どらドラパーク米子市民体育館および周辺
■申込締切　９月10日（日）
■問合せ　米子市福祉のつどい事務局（☎０７０ー
３７７５ー４７６２（福祉のつどい専用電話）、 ３７
－３８５５）

「先端医療創造都市よなご」情報発信事業
健康で安心して暮らせる米子のこれから
　米子市には、鳥取大学医学部附属病院をはじめとし
た大規模な病院のほか、多数の医療機関や介護施設が
あり、全国的に見ても医療資源に恵まれています。そ
の医療資源をいかし、安心して暮らせるまちづくりを
推進するため、疾病予防や健康増進のきっかけとなる
ような各種催し、在宅医療や未来に向けた取り組みに
ついてのシンポジウムを開催します。
■と き　10月14日（土）
■ところ　ふれあいの里
■内 容
　午前の部　「ふれあい健康フェスティバル」
午後の部　第１部「在宅医療推進フォーラム」
　　　　　第２部「未来への取り組み」
■対象者　どなたでも参加できます。
※くわしくは、広報よなご10月号でお知らせします。
■問合せ
　地域政策課（☎２３－５３５３、 ２３－５３９２）
　長寿社会課（☎２３－５１５５、 ２３－５０１２）
　健康対策課（☎２３－５４５１、 ２３－５４６０）

第８回オールジャパンケアコンテスト
　介護の質向上と地域との繋がりをめざす「第８回オー
ルジャパンケアコンテスト」が開催されます。入場無料。
■と き 10月７日（土）
開会式：午前９時～／コンテスト：午前９時50分～
／記念講演：午後１時30分～／閉会式・表彰式：午
後３時10分～

■ところ　米子コンベンションセンター
■記念講演テーマ
　「介護サービスにおけるＩＣＴ（情報通信技術）、Ａ
Ｉ（人工知能）、ロボット技術の応用と今後について」
　講師：東　祐二さん（前）厚生労働省老健局福祉用具・
住宅改修官、介護ロボット開発普及推進官
※介護福祉用具の展示を多目的ホールホワイエで開催
します。

■問合せ　第８回オールジャパンケアコンテスト実行
委員会事務局（☎２４－３１１１）

　現在作品を募集している「淀江の魅力再
発見！ フォトコンテスト 2017」の一環と
して、『写真講座・写真撮影会 in よどえ』
を開催します。講座のみ、撮影会のみの参
加も可能です。参加には事前申込みが必要
です。

＜写真講座＞　写真撮影初心者を対象とした写真講座で
す。「写真の楽しみ方・構図のとり方」などを教えてい
ただきます。参加費無料。
◇と き　９月30日（土）午前10時～正午
　　　　　（受付：午前９時45分）
◇ところ　淀江公民館宇田川分館

＜写真撮影会＞　米子市淀江町宇田川地区を巡りながら
写真を撮影するフィールドワークです。普段お使いのカ
メラやスマートフォンなどをお持ちください。参加費無
料。少雨決行。
◇と き　９月30日（土）午後１時30分～４時30分
　　　　　　（受付：午後１時15分）
◇集合場所　淀江公民館宇田川分館
■講師　講座・撮影会とも　石丸なつ子さん（サークルＵ）
■定員　各30人（先着順）
　くわしくは市役所などに設置のチラシまたは米子市
ホームページをご確認ください。
■申込・問合せ　淀江支所よどえまちづくり推進室
　　　　　　　　（☎５６－３１６４、 ５６－５２０１）

写真講座・写真撮影会 inよどえ

山陰いいものマルシェｉｎ米子

　中海・宍道湖・大山圏域を中心に、山陰の逸品を一
堂に集めて販売する「山陰いいものマルシェ」が９月
18日、米子市角盤町のえる・もーる一番街、米子市公
会堂周辺で開催されます。
　良質な農水産品や加工品、工芸品など山陰が誇る選
りすぐりの「いいもの」が集まります。情報はホームペー
ジ（http://sanin-iimono.jp/）で順次更新していきま
す。ぜひお越しください。
■と き　９月18日（月・祝）午前10時～午後４時
　　　　　※荒天中止（小雨決行）
■ところ　える・もーる一番街、米子市公会堂周辺
■主催・問合せ　山陰いいものマルシェプロジェクト
実行委員会（☎０８５２－３２－０５０５）



アート交流ひろば
　「アート交流ひろば」は、主に鳥取県西部地域で活動
されている文化芸術団体の皆さんに作品発表の場を提
供し、活動を支援しています。県民の皆さんに文化芸
術を広く紹介し、身近に触れていただく場でもありま
す。入場無料です。皆さんのご来場をお待ちしています。
第１期　「ファブリックステンシル」
　９月12日（火）～17日（日） 
　午前10時～午後５時（17日のみ午後２時まで） 
　発表団体：ベルクラフト
第２期　「はらだとしこ詩

うた

画
え

てがみ教室合同展」
　９月19日（火）～24日（日）
　午前10時～午後６時（24日のみ午後４時まで） 
　発表団体：はらだとしこ詩

うた

画
え

てがみ教室 
第３期　「大山表具同好会作品展示会」 
　９月26日（火）～10月１日（日）
　午前10時～午後７時（10月１日のみ午後３時まで）  
　発表団体：大山表具同好会 
■ところ　米子コンベンションセンター１階情報プラザ
■問合せ　米子コンベンションセンター　アート交流
ひろば係 （☎３５－８１１１、 ３９－０７００、Ｅメー
ル：management@bigship.or.jp） 

第２回白鳳の丘　彼岸花まつり
　国指定史跡上淀廃寺跡に
は、市民の皆さんの協力に
より４年間に２万３千個を
超える彼岸花の球根が植え
られてきました。今年もこ
の彼岸花が咲く頃に彼岸花
まつりを開催します。
■と き　９月23日（土・祝）・24日（日）
　　　　　午前10時～午後４時
■ところ　米子市淀江町福岡地内　国史跡　上淀廃寺跡
■催し物等　休憩所やマルシェ（市場）、お茶席（24
日のみ）を開設し、23日はウォークやコンサートを、
24日にはフォト教室などを催します。

　また、彼岸花まつりに関連した俳句大会やフォトコ
ンクールを実施しますので、お気軽にご応募ください。
※くわしくは、お問い合わせください。
■主催・問合せ　彼岸花の里づくりプロジェクト実行
委員会事務局（☎５６－２２７１）

美保基地音楽演奏会
「ふれあいコンサート in境港」

■と き　９月９日（土）
　【第１回公演】午後１時30分～（開場：午後１時）
　【第２回公演】午後５時30分～（開場：午後５時）
■ところ　境港市文化ホール　シンフォニー・ガーデ
ン（境港市中野町 2050 番地）
■演奏部隊　航空自衛隊　西部航空音楽隊（春日基地
所属）
■演奏曲　吹奏楽（クラシック、ポップス）
■入場方法　要入場整理券（入場無料）
※入場整理券は、境港市文化ホール、境港市民会館、
美保基地正門等で配布しています。
※入場整理券は、数に限りがございます。
※当日、満席の際は入場をお断りすることもあります。
あらかじめご了承ください。　
■問合せ　航空自衛隊美保基地渉外室　広報班（☎
４５－０２１１（代表）、Ｅメール：3taw-adm010@
inet.asdf.mod.go.jp、基地ホームページ　http://
www.mod.go.jp/asdf/miho）

第２回よなご歩き愛
め

です
ハロウィンウォーキング参加者募集
　「歩き愛です専用歩数計」を持って市内を楽しく
ウォーキングしてみませんか？参加者全員に参加賞を
プレゼント！さらに、豪華景品の当たるお楽しみ抽選
会も実施します。皆さんのご参加をお待ちしています！

＜仮装・コスプレでのご参加も大歓迎＞
　当日は、洗って落とせるタトゥーシールやハロウィ
ンキャラクター帽子など、誰でも気軽にハロウィン体
験ができる楽しいグッズも用意しています。
■と き　10月15日（日）午前10時スタート
■受付時間　午前９時～10時
■集合場所　米子市役所正面玄関
■参加料　1,000円（歩き愛です専用歩数計をお持ち
の方は無料でご参加いただけます。）

※イベントの参加には「歩き愛です専用歩数計」が必
要です。１グループ最低１つご購入ください。
■定 員　300人（事前申込をお願いします。）
■主 催　よなご歩き愛です実行委員会
■申込・問合せ　よなご歩き愛です実行委員会事務局
（米子市経済戦略課内：☎２３－５２２４、Ｅメール：
keizai@city.yonago.lg.jp）

米子市公会堂虹のひろば　10周年記念コンサート
■と き　９月18日（月・祝）午後２時開演　　■ところ　米子市公会堂大ホール
■出 演　第１部　アンサンブル SHADE、ゴスペルオーブ、山陰少年少女合唱団リトルフェ
ニックス＆野

の

坂
ざか

知
と も

子
こ

、高
たか

木
ぎ

伶
れ い

（ピアノ）、松
まつ ば ら

原愛
え み

実（ソプラノ）
第２部　米子管弦楽団、安

あ べ

部可
か な こ

菜子（ピアノ）＜ショパン／ピアノ協奏曲第一番＞
■前売り券　一般1,000円、高校生以下500円、未就学児入場不可　（当日券は各200円増）
■主 催　米子市公会堂虹のひろば実行委員会・（一財）米子市文化財団〔米子市公会堂〕
■後 援　米子市・米子市教育委員会　　　　■協 力　エネルギア文化・スポーツ財団
■問合せ　米子市公会堂（☎２２－３２３６）



秋の全国交通安全運動が始まります！
～つくろうよ　事故なし笑顔の　鳥取県～

◆期間　９月21日（木）から30日（土）までの10日間
◆運動の重点
①子どもと高齢者の安全な運行の確
保と高齢運転者の交通事故防止

②夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車
乗用中の交通事故防止

③全ての座席のシートベルトとチャ
イルドシートの正しい着用の徹底

④飲酒運転の根絶
◎悲惨な交通事故を減らすためには・・・
①ドライバーや自転車運転者、歩行者が、お互いに
交通ルールを守り、交通マナーアップを意識しま
しょう。

②シートベルト・チャイルドシートの正しい着用など、
自分の身は自分で守ることを常に意識しましょう。

　運動期間中は、交通安全の関係者が市内各所で運動
を展開します。皆さん、今一度、交通安全について考
えてみましょう！！
◎９月30日は、「交通事故死ゼロをめざす日」です。
　みんなが交通安全意識を強く持ち、事故のない日を
めざしましょう。
■問合せ　防災安全課
　　　　　（☎２３－５３３８、 ２３－５３８７）

国民年金保険料の
免除期間・納付猶予期間がある方へ
　国民年金保険料の免除（全額免除・一部免除・法定
免除）、納付猶予、学生納付特例の承認を受けられた期
間がある場合、保険料を全額納めた方と比べ、老齢基
礎年金（65歳から受けられる年金）の受け取り額が少
なくなります。
　将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、免除
等これらの期間の保険料については、10年以内であれ
ば遡って納める（追納）ことができます。
　ただし、免除等の承認を受けられた期間の翌年度か
ら起算して３年度目以降に追納されると、当時の保険
料額に一定の加算額が上乗せされます。追納は古い月
のものから納付することとなりますが、次の点にご注
意ください。
●　一部免除を受けた期間は、納付すべき保険料が納付
されていなければ一部免除が無効（未納と同じ）と
なり、追納はできません。

●　「法定免除・申請免除期間」が「納付猶予・学生納付
特例期間」より先に経過した月分である場合は、ど
ちらを優先して納めるか本人が選択できます。
　追納のお申し込みを希望される方は、米子年金事務
所へご相談ください。
○米子年金事務所（☎３４－６１１１【音声案内２→２】
　　　　　　　　　 ２２－４８４２）
○米子市保険年金課年金係（☎２３－５１４２、Ｅメー
ル：hoken@city.yonago.lg.jp）
資格期間が10年以上となれば年金を受け取れ
るようになりました

年金受給に必要な期間
これまで 25年
平成29年８月１日から 10年に短縮
「資格期間」とは
● 国民年金保険料を納めた期間や免除された期間
● サラリーマンの期間（船員保険を含む厚生年金保険
や共済組合等の加入期間）

● 年金制度に加入していなくても資格期間に加えるこ
とができる期間（カラ期間）
これらの期間を合計したものが「資格期間」です。
　新たに年金を受けとれるようになる方には日本年金
機構から年金請求書が郵送されています。
　届かない場合は「ねんきんダイヤル」（☎０５７０－
０５－１１６５）でご確認ください。請求手続きの際は
ご予約をお願いします。

とっとり防災フェスタ2017～防災を見て、聞いて体験しよう～
■と き　９月30日（土）午前10時～午後３時　■ところ　ウインズ米子
■内容（予定）●　ステージイベント（自主防災組織など知事表彰、防災寸劇、消火戦隊ケスンジャーショウなど）

●　自衛隊、海上保安庁、警察、消防などによる公助訓練　●　自主防災組織や消防団による共助訓練　●　ブルーシー
ト張りや避難所設営訓練、救急救命体験　●　炊き出し訓練（試食会あり）　●　降雨体験、煙体験、地震体験

　　●　自衛隊車両、パトカー、白バイ、消防車などの展示　●　その他　防災関連企業など多数参加　※入場無料で、
どなたでも参加できます。無料駐車場や米子駅とウインズ米子間のシャトルバス（有料）の利用も可能です。
■問合せ　鳥取県危機対策・情報課（☎０８５７－２６－７８７８、 ０８５７－２６－８１３７）
　　　　　米子市防災安全課（☎２３－５３２８、 ２３－５３８７）

「ダンス・フェス１
ワ ン

 ver. ９」
出場者大募集

　９回目を迎える、ジャンルを超えたダンスの祭典「ダ
ンス・フェス１」の出場チームを募集中です。ジャン
ルは、ストリート、Hip Hop、バレエ、ジャズ、フラ
ダンス、フラメンコ、チアなど、ダンスのジャンルは
問いません。たくさんのご応募お待ちしています！
■と き　平成30年１月20日（土）、21日（日）
■ところ　米子市公会堂 大ホール
■ジャンル　オールジャンル
■募集数　各日とも30組程度
（応募団体多数の場合、主
催者による選考となる場合
があります。）

■出場料　１団体　2,000円
■申込締切　９月30日（土）
■申込・問合せ　米子市文化ホール（☎３５－４１７１）


