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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

夏がおすすめ、がん検診
　米子市のがん検診は 12月末までです。
　８月・９月
は受診する方
が少なく、予
約が取りやす
い時期です。
　ぜひ、この
チャンスに検
診 を 受 け ま
しょう。

「なるほど子育て術」
　子育てにお困りの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「技」を一緒に学んでみませんか？

日 時 内 容
第１回 ９月５日（火） 自己紹介・ほめ上手になろう①
第２回 10月２日（月） ほめ上手になろう②
第３回 10月23日（月） 整え上手になろう
第４回 11月21日（火） 伝え上手になろう
第５回 11月30日（木） 座談会
■場所　ふれあいの里　３階　運動指導室　ほか
■時間　午前９時30分～11時30分
■対象　３歳～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　16人程度
■テキスト代　1,100円
■申込・問合せ　８月７日（月）～21日（月）までに健
康対策課（☎２３－５４５６・ ２３－５４６０）にお
申し込みください。定員になり次第締め切ります。
※託児をご希望の方は、お申込みの際にお申し出くだ
さい。
※講座には、米子市や他市町村の保健師・保育士等が
見学に入りますので、ご了承ください。

国民健康保険人間ドック・後期高齢者医
療人間ドックを申し込まれた方へ
　ドック実施期間は12月末までですが、10月以降
はたいへん混み合い、予約が取れなくなる場合が
あります。早めに医療機関にご予約ください。

被用者保険（協会けんぽや企業の健康保険、船員保険、共済組合など）の方へのお知らせ
◆被用者保険の方は、米子市が実施する「特定健康診査」を受けることはできません。
　それぞれの保険者から受診券が交付されますので、くわしくは各保険者にお問い合わせください。
◆がん検診は、職場で受診する機会がなく、米子市のがん検診の対象に該当する場合には受診していただけます。

７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

食中毒に注意しましょう！
　高温多湿の夏場は、食中毒の原因となる菌が増殖し
やすい環境となります。
　特に、小さいお子さんや高齢の方は、重症化しやす
いため十分な注意が必要です。
　食品の取り扱いに注意するとともに、手洗いを徹底
しましょう。

食中毒予防の３原則
①つけない…せっけんで十分に手洗いをし、野菜や
魚など水で洗える食材は、流水でよく洗いましょ
う。食器や調理器具も清潔にして使いましょう。

②増やさない…細菌を増やさないために、料理がで
き上がったらなるべく早く食べましょう。保存す
るときは、冷蔵庫、冷凍庫を使いましょう。

③やっつける…食品を調理する時は、中心部まで
しっかりと加熱することが重要です。

　「食中毒かもしれない」と思ったときは、早めに医療
機関を受診しましょう。



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

８月25日
（金）
淀江・大和

淀江公民館 午前10時～11時30分
９月５日
（火）
富 益

富益下集会所 午前11時40分～正午
福本一男氏宅
（福本興業敷地内） 午後１時10分～１時30分

新田集会所 午後１時30分～１時40分
富益公民館 午後２時～２時20分

浄福寺駐車場 午後１時50分～２時 上部　石原電機（清氏宅）前 午後２時30分～２時40分
桜台集会所 午後２時20分～２時30分 川上集会所入口 午後２時50分～３時10分

８月27日
（日）
市内全体

ふれあいの里 午前９時30分～11時30分 ９月８日
（金）
彦 名

彦名14区集会所 午前９時10分～９時30分
流田公民館 午前９時50分～10時10分
彦名公民館 午前10時30分～10時50分

８月28日
（月）
福生東

虎亀電工駐車場 午前９時～９時20分 大下集荷所 午前11時10分～11時20分
福生体育館 午前９時40分～10時10分 彦名２区公民館 午前11時40分～正午
福生東公民館 午前10時40分～11時10分

福米西

上谷１区・尾沢三夫氏駐車場 午後１時40分～２時
夢寛歩皆生駐車場 午前11時30分～11時50分 福米西公民館 午後２時20分～２時40分

車 尾

タカサキ美容室駐車場 午後１時20分～１時40分 新開西・宮崎氏駐車場 午後３時～３時10分
観音寺新町ほたる公園
米川側 午後２時～２時20分

新開東・皆生尚寿苑玄関前 午後３時20分～３時30分

９月11日
（月）
五千石

インテリア館セレス前 午前９時10分～９時40分
車尾公民館 午後２時40分～３時10分 安養寺 午前10時～10時20分

８月30日
（水）
淀江・大和

淀江公民館 午前10時～11時30分 市営五千石住宅集会所 午前10時40分～11時
大和分館 午後１時10分～１時50分 笹間建材店前駐車場 午前11時20分～11時40分
佐陀３部公民館前 午後２時10分～２時30分 諏訪・五千石郵便局隣駐車場 午後１時10分～１時20分

９月１日
（金）
住 吉

上後藤１区越河務氏宅前 午前８時50分～９時10分 五千石公民館 午後１時40分～２時
天使園 午前９時30分～10時 永 江 永江公民館 午後２時30分～３時20分
上後藤４区集会所 午前10時30分～10時50分

９月13日
（水）
福生西

川田内科医院裏空き地 午前９時～９時20分
ユニサン駐車場 午前11時20分～午後０時10分 福生西６区集会所 午前９時40分～10時
ケアハウスよなご幸朋苑 午後１時40分～２時 米子市観光センター 午前10時30分～10時50分
中ノ海１区集会所 午後２時20分～２時30分 ファミリーマート米子皆生

温泉店（R431沿い） 午前11時10分～11時30分
住吉公民館 午後２時50分～３時20分

９月５日
（火）
和 田

森脇衣料品店 午前９時10分～９時30分 福生西公民館 正午～午後０時20分
旧ユニサン和田店駐車場 午前９時50分～10時10分

車 尾
新田病院玄関横駐車場 午後１時20分～１時40分

下和田・吉田被服工業 午前10時30分～10時40分 マルイ車尾店９号線入り口
付近駐車場 午後２時～２時20分

和田公民館 午前11時～11時20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
８月20日（日）

ふれあいの里
（要予約） 午後１時30分～３時30分８月22日（火）

９月６日（水）
■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76回）
■と き　８月24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　「お尻から血が出たら！」
■講 師　米川医院　院長　米

よね か わ

川　正
ま さ お

夫さん
　お尻からの出血には、肛門からの出血と大腸からの
出血があります。多くの場合は肛門からの出血で、イ
ボ痔

じ

、切れ痔
じ

がほとんどです。一方、大腸からの出血
には、大腸癌

がん

、炎症性腸疾患、感染症、薬剤性腸炎な
どたくさんの病気があります。お尻から血が出たら、
その原因を確かめることが大切です。出血が続くけど、
痔だと思って長年座薬を使っていた人が、実は直腸が
んだったということは時々経験します。自己判断は禁
物です。
※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フォーラム
■と き　９月２日（土）午後２時～４時　
■ところ　米子コンベンションセンター　ビッグシッ

プ　国際会議室
■テーマ　血液腫瘍内科「開設10周年記念講演会」
■内容
Ⅰ　講演
●　「移植を受ける患者のＱＯＬを向上させる　看護師の
取り組み」
　がん化学療法認定看護師　濵

は ま だ

田　のぞみさん
●　「米子医療センターでの造血幹細胞治療　～過去・現
在・未来～」
　幹細胞移植センター長　但

た じ ま

馬　史
ふみ ひ と

人さん
Ⅱ　講演　
　「プレシジョン・メディシン時代の造血幹細胞移植」
　島根大学医学部附属病院　腫瘍センター長・教授
　鈴

すず

宮
み や

　淳
じゅ ん じ

司さん
※入場無料
■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）

地域の健康づくりの応援団！

みなさん、どうぞよろしくお願いします。

～地区保健推進員の紹介～
　地区保健推進員は、皆さんのお住まいの地域で
健康づくりを推進しています。
　例えば、「健診受診の声かけ」や「健康イベント
の開催」などの活動を通じて、地域の皆さんへ健
康の大切さを発信しています。

　緑色の“保推 Tシャツ”を見かけましたら、ぜ
ひお声かけください♪

～食生活改善推進員の紹介～
　食生活改善推進員は、「私たちの健康は私たちの
手で」をスローガンに、食を通して地域の健康づ
くりを行なうボランティア団体です。
　市主催の養成講座を修了した方が推進員となり、
現在、市内で700名近くが活動しています。
　活動は、「おいしく食べて健康づくり教室」「こ
ども料理教室」「おもてなし料理講習会」などの開
催や、「米子市健康フェスティバル」への参加など
さまざまです。
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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。） ▼ 23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）
■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。 ▼４日（金）、24日（木）、
９月６日（水）／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）

■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）、９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）

■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）、９月11日（月）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。 ▼ 17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）
■高齢者・障がいのある方の権利擁護なんでも相談会
相続や成年後見、介護サービス利用などに関する困り
事について、弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士、
精神保健福祉士による無料相談会を開催します。高齢
者・障がいのある方の権利擁護など、お気軽にご相談
ください。要予約（先着10件程度）。この相談会は米
子市との連携事業です。 ▼ 24日（木）午後１時～３時／
ふれあいの里１階障がい者活動室２・３／問西部後見サ
ポートセンターうえるかむ（一般社団法人権利擁護ネッ
トワークほうき）（☎２１－５０９２、 ２１－５０９４）
■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）
■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）




