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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

▼こども相談課
☎２３－５４５６　 ２３－５４６０
Eメール：kodomosoudan@city.yonago.lg.jp
錦町一丁目「ふれあいの里」３階

「なるほど子育て術」受講者募集

　子育てに困り感のある保護者のための子育て講座です。
今より、子育てが楽しく、ラクになるようなちょっとした
「コツ」や「ワザ」を楽しく一緒に学んでみませんか？
■と き　全５回シリーズ／午前９時30分～11時30分

月 日 内 容
第１回 ５月21日（月） ほめ上手になろう①
第２回 ６月１日（金） ほめ上手になろう②
第３回 ６月15日（金） 整え上手になろう
第４回 ６月26日（火） 伝え上手になろう
第５回 ７月10日（火） 座談会・終了証授与

■ところ　ふれあいの里　３階
■対 象　３歳から６歳までの未就学児の保護者で、５回

すべてに参加できる方
■定 員　10人程度（要申込、定員になり次第、締め切り。）
■テキスト代　1,100円
■申込受付期間　５月１日（火）から15日（火）
■申込・問合せ　こども相談課（☎２３－５４５６）
※託児をご希望の方は、お申込みの際にお申し出ください。
注意：講座には、米子市・他市町村の保健師・保育士など

が見学に入りますのでご了承ください。

悩みは自分だけじゃ
なくてみんなも同じ
事で悩んでいるんだ
なと思いました。

グループトークがあ
り、講義を一方的に
受けるだけでないの
がよかった。

米子市不妊治療費助成金　申請期限にご注意ください

　米子市では、本人または配偶者のいずれかが１年以上
継続して米子市に住所のある方を対象に、特定不妊治療
（体外受精および顕微授精）または人工授精に要した費
用の一部を助成金に上乗せして助成しています。
　平成30年２月、３月中に「平成29年度鳥取県特定不
妊治療費助成金交付決定及び額の確定通知書」または「平

成29年度鳥取県人工授精助成金交付決定及び額の確定
通知書」による鳥取県不妊治療費助成金の交付決定を受
けておられる方は、平成30年５月末まで申請すること
ができます。
■申請・問合せ　健康対策課健康企画係
　　　　（☎２３－５４５１、 ２３－５４６０）
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禁煙したい「あなた」を応援
世界禁煙デー in 米子イベント

最近、眠れていますか？

　５月31日の世界禁煙デーに合わせて、たばこの害な
どについてみんなで考えるイベントを開催します。禁
煙したい「あなた」を応援するイベントです。これを
機会にご家族みんなでたばこについて考えてみません
か？薬人（やくんちゅ）戦隊もやってきます！！ぜひ、
遊びに来てください。
■と き　６月３日（日）午後１時～３時
■ところ　イオン日吉津店　東館２階
　　　　　吹き抜け特設会場広場
■内 容
○禁煙相談コーナー
　専門医による禁煙相談・ニコチンパッチ無料処方
○体験コーナー
　ニコチン依存度チェック・肺年齢測定・呼気中一酸
化炭素濃度測定

○啓発コーナー
　小中学生の禁煙ポスター・標語の展示・紙芝居・禁
煙ぬり絵・貯「禁」箱の作成など

■主催・問合せ　世界禁煙デー in 米子 実行委員会
　　　　　　　　（☎３１－９３１９、 ３４－１３９２）

大大大大大大切大切大大切大切大切大切 ごなごなごなごなご家族家族家族家族を自を自を自を自死死で死で死で亡く亡く亡く亡くされされされされ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ががが
集集集集い、安心して語り合い、気持ちを分かち合う会でででで
すすすす。大切な人の思い出やあなたの気持ち、言葉にすすす
るるる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、匿名でも参加加加
でででできます。気が向いた時に直接会場にお出かけくだだだ
ささささい。※申込みは不要です。
■■■■と き　５月１日、７月３日、９月４日、11月６日、、、
平成31年３月５日の午後２時～３時30分（すべててて
火曜日）
　※天候不良などで開催を見合わせる場合がありままま
す。
■■■■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（自死されれれれ
た方の親、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
　　　　　　 （（（　（（（（☎☎☎☎０８０８０８０８０８５７５７５７５７５７－２２２２１－１１１１ ３０３０３０３０３０３１３１３１３１３１）））））））

　５月は気候が穏やかで気持ちの
よい時期ですが、進級や就職、転
勤など、生活環境が大きく変わっ
た方にとっては、新しい環境に慣
れるために無理をしてしまう時期
でもあります。
　ひとりで悩んでいませんか？　
あなたの周りにいつもと様子が違
う人がいませんか？

「昼間ウトウトする」のは睡眠不足のサインです
　その他、「ごはんをおいしく食べられない」｢ものご
とを悪い方にばかり考える ｣などの症状が２週間以上
続く場合は、心の健康に要注意！
　ひとりで抱え込まず、ぜひご相談ください。
【こころの相談窓口　－無料－】
　米子市健康対策課　　　　　　　　☎２３－５４５２
　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

～家族より　タバコの方が　好きですか？～
（禁煙標語受賞作品）
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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で資力が一定額以下の方が対象。
（くわしくは法テラスまで。） ▼ 23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
生活年金課（☎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の休日
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
年始の休日は除く。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）
■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。 ▼ 25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）

一般公開健康講座（第85回）
■と き　５月17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　「あなたのその頭痛、大丈夫ですか？」
■講 師　さくま内科・脳神経内科クリニック　
　　　　　院長　佐

さ く ま

久間　研
け ん じ

司さん
　４人に１人が悩んでいるといわれる頭痛。頭痛のほと
んどは、生命に関わらない怖くない頭痛ですが、まれに、
放置すると怖い頭痛があります。
　また、市販の頭痛薬を毎日のように飲んでいると、そ
のことが原因で頭痛が治りにくくなる“お薬飲みすぎ頭
痛”を引き起こします。
　今回は、誰でも経験しうる頭痛の最新の話題と、「医
者いらずになれるかも？」家庭でできる対処法について
ご紹介します。
※入場無料、申込不要
■問合せ　（公社）鳥取県西部医師会（☎３４－６２５１）

ふれあいの里　健康講座
～心と身体の健康ステージ～

■と き　５月25日（金）午後１時30分～１時間程度
■ところ　ふれあいの里　４階　中会議室
■テーマ　「大腸がんの予防と対策」
■講 師　医療法人同愛会 博愛病院
　　　　　副院長　浜

はま も と

本　哲
てつ ろ う

郎さん
大腸がんにならないための生活習慣、検診で便潜血陽性
となった場合の対処法、大腸疾患に対するさまざまな検
査法などについてお話します。
※入場無料、申込不要。開始時間までにお越しください。
なお当日は、席に限りがありますので、お早めにお
越しください。

■問合せ　米子市福祉保健総合センター（ふれあいの
里）指定管理者　株式会社さんびる（☎２３－５４９１）

山陰労災病院　健康講話（第242回）
■と き　５月22日（火）午後２時～３時30分
■ところ　山陰労災病院３階会議室
■講 師　山陰労災病院　消化器内科医師
　　　　　川

か わ た

田　壮
そう い ち ろ う

一郎さん
※入場無料、申込不要
■問合せ　山陰労災病院（健康講話担当）（☎３３－
８１８１【内線６７４１】、 ２２－９６５１）
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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階生活年金課内）／問米子市消費生活相
談室（☎３５－６５６６）
■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（木）、６月１日（金）午後１時～４時／市役所
第２庁舎１階相談室／問人権政策課（☎２３－５４１５、
３７－３１８４）※鳥取地方法務局米子支局では、

平日の午前８時30分から午後５時15分まで、人権相
談に応じています。（専用ダイヤル☎０５７０－００３
－１１０）
■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。 ▼ 12日（土）・６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／問鳥取
県行政書士会事務局（☎０８５７－２４－２７４４）
■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。 ▼17日（木）午後１時30分～４時／鳥取県西
部総合事務所／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。 ▼９日（水）、24日
（木）、の午後１時～４時／市役所本庁舎４階402会議
室／６月６日（水）／市役所第２庁舎２階第１会議室／
問生活年金課（☎２３－５３７８、 ２３－５３９１）

■不動産無料相談会
不動産取引全般に関する無料相談会を開催します。

▼ 27日（日）午前10時～午後４時／ふれあいの里
４階福祉団体活動室／問全日本不動産協会鳥取県本
部（☎０８５７－２９－５４１１、 ０８５７－２９－
５４２２）

無料法律相談・裁判所見学会
　５月１日から７日までの憲法週間にちなみ、裁判所、
検察庁、法務局および弁護士会の共催により、鳥取県
弁護士会による「無料法律相談」と鳥取地方・家庭裁
判所による「裁判所見学会」を行ないます。
○無料法律相談
■と き　５月17日（木）午前10時～午後３時
■ところ　鳥取地方・家庭裁判所米子支部
■定 員　30人程度（当日受付順）　・予約不要　
■問合せ　鳥取県弁護士会
　　　　　（☎０８５７－２２－３９１２）
※当日のお問い合わせは、　鳥取地方・家庭裁判所米
子支部庶務課（☎２２－２２０５）までお願いします。
○裁判所見学会
■と き　５月31日（木）午後１時30分～４時
■ところ　鳥取地方・家庭裁判所米子支部
■内 容　裁判員制度説明、模擬裁判、裁判員法廷

の見学
■定 員　24人（申込受付順）※要事前申込
■申込・問合せ　鳥取地方・家庭裁判所米子支部
　　　　　　　　庶務課（☎２２－２２０５）

精神障がい者家族相談ダイヤル
・家族による家族のための電話相談です。
・相談料無料（通話料は別途かかります。）
・匿名でも相談はお受けします。
■実施日　毎月第１･３木曜日　午後１時～４時

月 日 月 日
４月５日・19日 10月４日・18日
５月３日・17日 11月１日・15日
６月７日・21日 12月６日・20日
７月５日・19日 平成31年１月17日
８月２日・16日 ２月７日・21日
９月６日・20日 ３月７日・21日

■電話番号　０９０－３８８０－３４９８
■実施者　鳥取県精神障害者家族会連合会


