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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

会場：ふれあいの里
胃がん 乳がん

要予約（☎２３－５４５８・５４５２）

受付時間 午前８時30分～11時 午前８時30分～11時

９月24日（月・祝） ● ●
10月８日（月・祝） ● ●

※ふれあいの里の検診は、必ず事前申込みが必要です。
受診を希望される方は、お手もとに受診券をご用意の
うえ、☎２３－５４５８または☎２３－５４５２へご連絡
ください。
※受診当日は、受診券と負担金をご持参ください。

集団検診日程のお知らせ
がん検診

胃がん検診について
■対象者：40歳以上
■注意事項
　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。

乳がん検診について
■対象者：40歳以上の女性
（平成29年度に受診され
た方は除きます。）

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。

米子市がん検診受診強化月間
健康づくり講演会

～予防医学の開拓者と胃がん検診の
パイオニアによる講演～

■と き　９月22日（土）午後１時30分開会
　　　　　　　　　　　　（午後３時30分終了予定）
■ところ　ふれあいの里１階　大会議室

▼講演①「鳥取県民のための、がんの予防方法」
　講師　鳥取大学医学部社会医学講座教授
　　　　尾

お さ き

﨑米
よね あ つ

厚さん

▼講演②「鳥取発“胃がん死撲滅”に向けた取り組み」
　講師　帝京大学医療技術学部教授　濱

はま し ま

島ちさとさん
■共 催　米子市・鳥取県西部医師会・日本医療研究
開発機構研究費による「個別リスクに基づく適切な
胃がん検診提供体制構築に関する研究」班
※入場無料・申込不要
■問合せ　健康対策課（☎２３－５４５８・５４５２）

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！
あんな歌、こんな歌…こころがますます元気にはずん
できます。どうぞ、あなたの健康づくりにお役立てく
ださい。
■と き　９月13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　米子市地区保健推進員連絡協議会
■問合せ　健康対策課（☎２３－５４５２）

尾﨑米厚さん 濱島ちさとさん
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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。）

肺がん検診は予約不要です。市内のどちらの会場でも受診できます。
月 日 ところ と き
９月21日
（金）
啓成

啓成公民館 午前９時10分～９時30分

勝田神社 午前９時50分～10時10分

県

清水ヶ丘集会所西側空き地 午前10時40分～10時50分
河岡公民館 午前11時10分～11時30分
県公民館 午後１時～１時30分
石州府公民館 午後１時50分～２時
日下・山根速水氏宅前 午後２時20分～２時30分

９月27日
（木）
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

橋本青果 午前９時50分～10時
崎津公民館 午前10時30分～10時50分
鳥取西部農協崎津支所 午前11時10分～11時20分
大崎２区集会所（崎津
２区集会所） 午後１時～１時10分

上大崎停留所西隣 午後１時30分～１時50分
Kショップきのした駐車場 午後２時20分～２時50分

10月３日
（水）
明道・就将

米子市役所東側玄関 午前８時40分～９時10分

市内全体 ふれあいの里 午前９時30分～10時30分

就将

就将公民館 午前11時30分～11時50分
みずほ幼稚園駐車場 午後１時20分～１時40分
錦海町・錦海団地集会所 午後２時～２時20分
祗園町２丁目・JR社宅集会所 午後２時30分～２時40分
（公社）鳥取県宅地建
物取引業協会西部支部 午後３時～３時10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る「肺
がん検診受診券（レントゲン車専用）」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。

月 日 ところ と き

10月11日
（木）
大高

前田隣保館 午前９時～９時20分
大神山神社境内 午前９時40分～10時10分
城園ハイツ公園 午前10時30分～10時40分
石田公民館 午前11時～11時10分
下郷集会所 午前11時30分～11時50分
岡成・赤井氏宅前駐車場 午後１時20分～１時40分
上泉・堂成 午後２時～２時10分
下泉公民館 午後２時30分～２時40分
大高公民館 午後３時～３時30分

10月15日
（月）
明道

まるごう米子南店 午前９時30分～10時10分
とんかつ繁昌亭　道笑町店 午前10時30分～10時40分
道笑町３丁目　白根氏宅駐車場 午前11時～11時40分

尚徳

大袋公民館 午後１時10分～１時20分
大谷公民館 午後１時40分～１時50分
上安曇公民館 午後２時10分～２時20分
別所自治会館 午後２時40分～２時50分
尚徳公民館 午後３時10分～３時30分

結核を発病する方の多くは高齢者です。
みんなで受診して早期発見を！

鳥取大学医学部公開講座
「からだの不思議～からだの中をのぞいてみよう～」

■と き　９月15日（土）午後１時30分～３時50分
■内 容
　●　脳の難病とその治療
　●　死亡時画像診断（Ai）と法医学の役割

■と き　９月29日（土）午後１時30分～３時50分
■内 容
　●　腎臓のなかのタコ足細胞：病理医と見る濾

ろ

過装置
　●　「脳の働き」研究の最前線

【両日共通】
■ところ　鳥取大学医学部記念講堂　　■対 象　一般の方（中学生、高校生の方も大歓迎！）
■問合せ　鳥取大学医学部総務課広報係（☎３８－７０３７、Ｅメール：me-kouhou@adm.tottori-u.ac.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。） ▼ 19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。 ▼ 14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89回）
■と き　９月20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　「白内障についてのお話し」
■講 師　富長眼科クリニック　院長　富

とみ な が

長岳
た け し

史さん
白内障は多くは加齢により生じる、非常に身近な疾患で、
80歳以上の方ではほぼ 100％の方が罹

り

患しているとい
われています。
今回は、白内障の症状や治療法などを中心によくある質
問を交えながらわかりやすくお話ししたいと思います。
いつかは必ずかかる病気－白内障についての理解を深め
ましょう。
※入場無料、申込不要
■問合せ　（公社）鳥取県西部医師会（☎３４－６２５１）

山陰労災病院　健康講話（第246回）
■と き　９月28日（金）午後２時～３時30分
■ところ　山陰労災病院３階会議室
■テーマ　インフルエンザ検査って？
■講 師　山陰労災病院　中央検査部　臨床検査技師
　　　　　黒

く ろ み

見晃
てる ゆ き

行さん
※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）

　米子医療センターがんフォーラム
■と き　９月30日（日）午後２時～４時
■ところ　米子医療連携センター　くずもホール
■テーマ　消化器がんの最新治療
■講 演
①「消化器がんの内視鏡治療」
　　診療部長　原

は ら だ

田賢
けん い ち

一さん
②「胃がんの最新治療」
　　消化器外科医長　谷

たに ぐ ち

口健
け ん じ ろ う

次郎さん
③「大腸がんの最新治療」
　　消化器外科医長　大

おお た に

谷　裕
ゆう

さん
④「寄り添いともに歩む認定看護師
　　～がん診療時から、患者・家族の伴走役となる～」
　　緩和ケア認定看護師　大

おおばやし

林香
か お り

織さん
※入場無料、申込不要
■問合せ　米子医療センター地域医療連携室
　　　　　（☎３７－３９３０、 ３７－３９３１）
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■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。 ▼ 20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）
■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）
■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）・10月13日（土）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）
■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。 ▼ 12日（水）、19
日（水）、10月４日（木）いずれも午後１時～４時／市
役所本庁舎４階402会議室／問生活年金課（☎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（月）、10月10日（水）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）

■米子中央ロータリークラブ　一日無料相談会
健康医療、法律、税務、建設、不動産、金融、補聴
器、保険、登記、冠婚葬祭、教育相談などについて
無料相談会を開催します。予約不要。 ▼ 30日（日）
午前10時～午後４時／ふれあいの里　４階／米子中
央ロータリークラブ事務局（☎３４－３０３２）
■不動産無料相談会
空き家・空き地の有効活用、不動産の購入・売却・住み
替え、借地、空き家のリフォーム・リノベーション、相
続不動産など、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。 ▼ 10月１日（月）午前10時～午後
４時30分／米子コンベンションセンター１階情報プラ
ザ／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）
■公証週間休日法律相談
公正証書作成にかかる遺言、任意後見、離婚（慰謝料・
養育費等）などに関して、公証人が無料で相談に応
じます。秘密は厳守されます。要予約。 ▼ 10月６日
（土）午前９時～午後４時／米子公証役場（加茂町２ー
113　加茂町ビル２階）／問米子公証役場（☎３２－
３３９９、受付時間：平日午前９時～午後５時）

空き家無料相談会
　市内に空き家を所有されている方を対象に、専門
家による空き家の無料相談会を開催します。
　空き家の日常的な管理でお困りの方、空き家の有
効活用をお考えの方、建物の相続登記でお困りの方
は、ご相談ください。
■と き　９月27日（木）午後１時～４時
■ところ　ふれあいの里　４階
■参加方法　当日の受付順
■協力団体　鳥取県宅地建物取引業協会西部支部、
全日本不動産協会鳥取県本部、鳥取県司法書士会

【注意事項】
（１）相談内容は、空き家の売却、賃貸、相続登記な
ど空き家に特化したものであり、空き土地につい
ては、対象外です。

（２）相談を円滑に進めるために、登記簿謄本、戸籍
等の写しをお持ちの場合には、ご用意いただくと
便利です。
■問合せ　住宅政策課住宅政策係

（☎２３－５２８８、 ２３－５３９６、Ｅメー
ル：jutakuseisaku@city.yonago.lg.jp）


