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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

高齢者のインフルエンザ
予防接種を実施しています

■対象者
○ 65歳以上の方（平成30年12月31日までに65歳の
誕生日を迎えられる方）

○ 60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓もしくは呼
吸器の機能、また、ヒト免疫不全ウイルスによる免
疫の機能に障がいを有する者として厚生労働省令で
認められた方（身体障がい１級程度）

※ただし、本人が接種を希望する場合に限ります。
※対象者には、受診券を10月下旬に郵送しています。
■接種期間　11月１日（木）～平成31年１月31日（木）
■受け方　必ず医療機関に電話確認のうえ、お出かけ
ください。受診する際は、受診券を必ず委託医療機
関に持参してください。（委託医療機関は受診券に記
載してあります。）
■負担金　くわしくは受診券をご確認ください。
～感染予防をこころがけましょう～

インフルエンザワクチンは重症化や死亡の防止に
は一定の効果がありますが、感染を100％防ぐも
のではありません。感染予防のため、手洗い・う
がい・マスクを着用するなどの「せきエチケット」
を心がけましょう。
■問合せ　健康対策課（☎２３－５４５１）

一般公開健康講座（第91回）
■と き　11月15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　「生活習慣病と皮膚病のおはなし」
■講 師　鳥取大学医学部附属病院　皮膚科

杉
すぎた

田　和
かずなり

成さん
　本講座では、生活習慣と皮膚病についてわかりやす
く解説します。入場無料、申込不要。
■問合せ　（公社）鳥取県西部医師会

（☎３４－６２５１）

平成30年度肝臓週間
「肝がん撲滅運動」市民公開講座

■と き　11月11日（日）午後１時～４時
■ところ　ふれあいの里 4階中会議室（講演会）

研修室 1（肝炎無料検査）
■テーマ　①「知って得する！肝臓と歯の健康のお話」

午後１時10分～１時45分
鳥取大学医学部附属病院歯科口腔外科
歯科衛生士　田部 有子さん

②「骨盤体操で育む肝臓の健康」
午後 2時～ 3時
インストラクター　足立 敏美さん

◎講演会終了後、肝炎無料検査を行ないます。（要予約）
※入場無料、申込必要（限定40名）、バスタオルをご持
参ください。動きやすい服装でお越しください。
■申込・問合せ　
肝炎無料検査連絡先：米子保健所（☎３１－９３１７）
講演会申し込み先：鳥取県肝疾患相談センター
（☎３８－６５２５）

山陰労災病院 健康講話（第248回）
■と き　11月14日（水）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　「糖尿病について知ろう～世界糖尿病デー～」
■講 師　山陰労災病院　糖尿病代謝内科医師
　　　　　庄

しょうじ

司　恭
きょうこ

子さん
※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）

糖尿病予防講演会
■と き　11月14日（水）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？」
■講 師　鳥取大学医学部附属病院　内分泌代謝内科
　　　　　角

すみ

 　啓
けいすけ

佑さん
　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）
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会場
ふれあいの里

胃がん 乳がん
子宮
頸がん

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

午後１時30分
～３時30分

午前９時～
11時

11月22日（木） ●
11月25日（日） ● ● ●
12月11日（火） ● ●

がん集団検診日程のお知らせ

会場
淀江支所

胃がん 乳がん
要予約（☎２３－５４５８・５４５２）

受付時間 午前８時30分～11時

12月７日（金） ● ●

胃がん検診対象者：40歳以上。
乳がん検診対象者：40歳以上の女性。（平成29年度に受診された方は除きます。）
子宮頸がん検診対象者：20歳以上の女性。※年度末年齢が30～44歳で子宮頸がん検診を受診される方は、HPV
検査を受けることができます。（該当の方は受診券に自己負担金が表記されます。）

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。

月 日 ところ と き

11月15日
（木）
成実

宗像ニュータウン自治会
館（集会所） 午前９時20分～９時40分

グリーンヒルズ日原公民
館 午前10時～10時10分

丸合成実店駐車場 午前10時30分～11時
NPO法人サポートイルカ
カフェミント
（生コン跡地）

午前11時20分～11時40分

新山公民館 午後１時10分～１時20分
成実公民館 午後１時50分～２時10分

11月20日
（火）
夜見

旧山崎動物病院 午前９時～９時20分
夜見公民館 午前９時40分～10時10分
迎接院　駐車場 午前10時30分～10時40分
かもめ幼稚園　駐車場 午前11時～11時20分
しんかわストア 午前11時40分～正午

大篠津

おしゃれセンターまつも
と 午後１時30分～１時50分

旭が丘集会所 午後２時10分～２時20分
大篠津公民館 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）
◆受診券　受診される際には、健診受診券の中の「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。

月 日 ところ と き
11月26日
（月）
淀江

米子市淀江支所 午前９時～９時30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

11月28日
（水）
市内全体

ふれあいの里 午前９時30分～11時
午後１時30分～２時30分

12月９日
（日）
市内全体

ふれあいの里 午前９時30分～11時30分

※12月９日は午前９時30分～ 10時は男性、午前10時～ 11時30
分は女性を優先して検診します。
◆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

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。

※ふれあいの里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。
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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。） ▼ 21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）
■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）
■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）
■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。 ▼ 10日（土）、12月８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。 ▼1日（木）、19日（月）、
12月６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）

■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
～４時30分　米子天満屋４階／午後５時30分～７時　担
当弁護士事務所／問鳥取県弁護士会米子支部（☎２３－
５７１０）
■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。 ▼ 12日（月）、12月10日（月）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）
■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。 ▼ 15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。 ▼ 22日（木）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）
■不動産こまりごと相談
空き家・空き土地及び不動産のこまりごとについて
無料で相談に応じます。 ▼９日（金）午後１時～４
時／米子市福祉保健総合センターふれあいの里／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）
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■年金・労務無料相談会
社会保険労務士が無料で年金や労働問題の相談に応
じます。年金に関する相談は、「年金手帳」、「ねんき
ん定期便」などをご持参ください。年金の相談は本
人以外の場合、委任状が必要です。予約不要。 ▼９
日（金）午前10時～午後４時／米子市立図書館　対面
朗読室１・２／問鳥取県社会保険労務士会米子支部
　村口（☎２９－６２６２）
■こころの相談会
家族や知人、自分のことなど、悩みや困りごとをカ
ウンセラーに話してみませんか？秘密厳守。相談無
料（要予約）。 ▼ 14日（水）午後2時～４時（米子市
立図書館ボランティア室）／ 24日（土）午前９時30
分～午後３時（米子コンベンションセンター　第 4・
5会議室）／問ライフサポートセンターとっとり（☎
０１２０－８２－５８５８、 ０８５７－３２－５４５４）
■よなご若者サポートステーション出張相談
15歳～39歳の若者の就労・社会参加に向けての相談。
要予約。 ▼ 20日（火）午後１時～５時／米子市立図
書館／問よなご若者サポートステーション（☎・
２１－８７６６）
■起業・経営なんでも相談会
中小企業診断士・日本政策金融公庫による相談会。
要予約。 ▼４日（日）午後１時～５時／米子市立図書
館／問米子市立図書館（☎２２－２６１２、 ２２－
２６３７）
■ビジネス情報相談会
ビジネスに関するあらゆる情報の相談や経営の相
談に応じます。要予約。 ▼ 16日（金）午後１時～３
時／米子市立図書館／問米子市立図書館（☎２２－
２６１２、 ２２－２６３７）
■特許無料相談
特許・商標・実用新案等に関する相談。要予約。 ▼

27日（火）午後１時～４時／米子市立図書館／問米子
市立図書館（☎２２－２６１２、 ２２－２６３７）
■米子青色申告会専門家による無料個別相談会
会社・事業のこと、家庭・個人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・宅建士が無料で相談に応じます。予
約不要。 ▼ 14日（水）午後１時30分～４時／米子商
工会議所　７階　大会議室Ａ／問米子青色申告会（☎
２２－５１３１）

法テラス相続セミナー
相続に係わる問題等について、よしもと所属・
鳥取県住みます芸人「ほのまる」さんによる漫才
のほか、法テラス所属弁護士からわかりやすく
お話ししていただきます。定員60人程度。
（参加無料・要事前申込）
▶と き　18日（日）午後２時～４時
▶ところ　米子市立図書館　研修室
▶申込・問合せ　法テラス鳥取

（☎０５０－３３８３－５４９５）

第２回米子市消費生活セミナー
「成年年齢引下げと私たち消費者の対応につい
て～賢い消費者になるために～」
私たち消費者の身の回りで起
こりうるトラブルの対処法な
どについてわかりやすくお話
ししていただきます。事前申
込不要。入場無料。
▶講 師　朝

あ さ だ

田　良
りょうさく

作　さん
（島根大学大学院
法務研究科教授）

▶と き　11日（日）午後２時～４時
▶ところ　米子市役所４階 401会議室
▶問合せ　生活年金課（☎２３－５３７８）

第３回米子市消費生活セミナー
「知ることは安心！消費者トラブル対策
～落語で楽しく笑って被害防止～」
笑いを交えた軽妙なトークと
落語で、詐欺被害等に遭わな
いための方法を教えていただ
きます。事前申込不要。入場
無料。手話通訳があります。
▶講 師　落語家

林
はやしや

家　染
そ め じ

二　さん
▶と き　24 日（土）

午後１時30分～３時
（開場：午後０時30分）

▶ところ　米子コンベンションセンター　小ホール
▶問合せ　生活年金課（☎２３－５３７８）


