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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

 健診結果相談会・健康づくり懇談会
～届きましたか？特定保健指導利用券～

　健診結果はいかかでしたか？
　米子市の特定健康診査または人間ドックを受けられ
た方で、腹囲（おへそ周り）や BMI（体格指数）が標
準より少しオーバーし、血圧、血中脂質、血糖値の結
果が少し高めだった方を対象に特定保健指導利用券を
随時お届けしています。

特定保健指導利用券が届いた今がチャンスです！

　５年後、10年後も元気でいられるよう生活習慣を見
直してみませんか？
　保健師、管理栄養士が一緒に健康づくりのお手伝い
をします。
　ご予約お待ちしています！

一般公開健康講座（第79回）
■と き　11月16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　「皮膚を知って皮膚病対策
　　　　　　─秋から冬に気をつけたいこと―」
■講 師　鳥取大学医学部附属病院　皮膚科
　　　　　山
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皮膚は体の最も表層にあり、体の中と外との水分や
熱のやりとりの調節をしたり、外界のさまざまな物
質と一番最初に接する臓器の一つです。皮膚の構造
や機能、役割について解説するとともに、秋から冬
に多い皮膚病の紹介、皮膚科受診の必要性、自分で
できる対策について説明します。
※入場無料　申込不要
■問合せ　（公社）鳥取県西部医師会
　　　　　（☎３４－６２５１）

糖尿病予防講演会
■と き　11月14日（火）午後４時～５時
■ところ　鳥取大学医学部　記念講堂
■テーマ　「糖尿病ってどんな病気？
　　　　　　－早期発見・治療で、健康に！－」
■講 師　鳥取大学医学部附属病院　内分泌代謝内科
　　　　　医員　 藤

ふ じ お か

岡 洋
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平さん
　糖尿病は、脳卒中や急性心筋梗塞を引き起こす大
きな要因であり、「糖尿病が強く疑われる人」は全
国で約 950万人と言われ、糖尿病の可能性が否定で
きない人を合わせると約2,050万人と急増しており、
糖尿病の重症化や合併症の併発に至る例も増加して
います。
　鳥取県においても、基本健診において糖尿病につ
いて異常がある方の割合が年々増加しており、糖尿
病の重症化予防や患者さんへの支援がより一層重要
になってきています。
※入場無料　申込不要
■問合せ　（公社）鳥取県西部医師会
　　　　　（☎３４－６２５１）

米子医療センター がん医療講演会
■と き　11月25日（土）午後１時30分～３時30分
■ところ　米子コンベンションセンター２階小ホール
■講 演　終末期医療と当院の緩和ケア
　米子医療センター副院長・外科医師　杉

すぎ た に
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さん
■特別講演　態度に示していきましょう！　～「イン
フォームド・コンセント」と「エンディング・ノート」
を考える～
　早稲田大学名誉教授、ジョージタウン大学ケネディ
倫理研究所・特任研究員、作詞家　木

き

村
むら
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り

人
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■参加費　無料
■主 催　（独）国立病院機構　米子医療センター
■問合せ　米子医療センター 地域医療連携室
　　　　　（☎３７－３９３０、 ３７－３９３１）

いつまでも元気でいたいね！



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
11月27日
（月）
淀江

米子市淀江支所 午前９時～９時40分

春日

（有）米子中西敷地内 午前10時10分～10時20分
赤井手公民館 午前10時40分～11時
一部公民館 午前11時20分～11時30分
水浜・宝善院駐車場 午後１時20分～１時30分
八幡神社 午後１時50分～２時
春日公民館 午後２時20分～２時40分
豊田公民館 午後３時～３時10分
十日市公民館 午後３時20分～３時30分

11月29日
（水）
市内全体

ふれあいの里 午前９時30分～10時30分

尚徳

大袋公民館 午前11時30分～11時40分
大谷公民館 午後１時10分～１時20分
上安曇公民館 午後１時40分～１時50分
別所自治会館 午後２時10分～２時20分
尚徳公民館 午後２時40分～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 会 場 受付時間

11月15日（水）鳥取県保健事業団（流通町）
午前９時～11時
予約不要（先着35人）

11月19日（日）ふれあいの里 午後１時30分～３時30分

11月23日（木・祝）ふれあいの里 午前９時～11時
（定員に達しました。）

12月７日（木）大篠津公民館 午前８時30分～10時30分
予約不要

12月10日（日）ふれあいの里 午前９時～11時
（残りわずかです。）

■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　ふれあいの里の検診は、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または☎２３－５４５８
へお電話ください。

胃がん集団検診のお知らせ
月 日 会 場 受付時間

11月15日（水）鳥取県保健事業団（流通町）
午前８時30分～11時
（先着40人）

11月17日（金） 成実公民館 午前８時30分～９時30分

11月23日（木・祝）ふれあいの里（要予約） 午前８時30分～11時

11月30日（木） 加茂公民館 午前８時30分～９時30分
12月７日（木）大篠津公民館 午前８時30分～９時30分

12月10日（日）ふれあいの里（要予約） 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。
当日は、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。
■注意事項　ふれあいの里の検診は、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または☎２３－５４５８
へお電話ください。

乳がん検診実施医療機関
変更のお知らせ

　米子市が実施している乳がん検診について、医療機
関に変更がありましたので、お知らせします。

実施機関名 住所 変更内容
中国労働衛生協会米子検診所 二本木 29年度は実施なし
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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。） ▼ 22日（水）
午前９時30分～11時30分。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）
■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）

市役所本庁舎で献血を行ないます
■と き　11月15日（水）
　　　　　午前10時～正午、午後１時～５時
■ところ　市役所本庁舎１階　東側玄関前
■献血種類　全血献血（400ml 献血のみ）
○献血手帳がある方は、当日お持ちください。
○本人確認をさせていただく場合がありますので、免
許証などをお持ちください。
○献血会場では、骨髄バンクドナー登録手続きもでき
ます。
■問合せ　鳥取県赤十字血液センター日吉津出張所
　　　　　（☎・ ２７－１７２４）

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。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。※申込は不要です
■と き　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（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な

がら気持ちの分かち合いをします。
■問合せ　鳥取県立精神保健福祉センター
　　　　　（☎０８５７－２１－３０３１）

今なら間に合う、がん検診‼
　米子市の検診は12月末までです。12月は受診者
が多く大変込み合います。早めの予約をおすすめ
します。
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■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）
■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）
■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。 ▼２日（木）、
22日（水）、12月５日（火）午後１時～４時／市役
所本庁舎４階402会議室／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。 ▼ 10日（金）、12月８日（金）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。 ▼ 11日（土）、12月９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）

■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。 ▼ 16日（木）午後１時～
４時／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。 ▼ 16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。 ▼ 17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）
■不動産無料相談日
不動産取引全般に関することについて、無料で相
談に応じます。 ▼ 23日（木・祝）午前10時～午後
４時／ふれあいの里　研修室１／問公益社団法人
　全日本不動産協会鳥取県本部（☎０８５７－２９
－５４１１、 ０８５７－２９－５４２２）
■米子青色申告会専門家による無料個別相談会
家庭・個人のこと、会社・事業のことなど幅広い
お悩みに対し、税理士・司法書士・行政書士・社
会保険労務士・FP（ファイナンシャルプランナー）・
宅建士が無料で相談に応じます。まずはお気軽に
お越しください。予約不要。 ▼ 16日（木）午後１時
～３時30分／米子商工会議所 ７階 大会議室Ｃ（加
茂町２－２０４）／問米子青色申告会（☎２２－
５１３１）


