
有

料

広

告

■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

今年度の高齢者の肺炎球菌
ワクチン接種期間は３月末まで

　成人用肺炎球菌ワクチン未接種の次の対象者に、肺炎
球菌ワクチン接種の助成をしています。接種期間は３月
末までなので、接種をご希望の方は、注意事項をご確認
のうえ、忘れずに接種をお願いします。
【注意事項】
１. 受診券は昨年３月末に送付済みですが、紛失等され
た場合は、健康対策課までご連絡ください。

２. 市では予防接種歴を把握できないため、対象年齢の
方全員に受診券をお送りしていますが、過去に任意
で接種した方はこの受診券を使ってワクチン接種を
受けることはできません。

【対象者】
①次の生年月日の方
65歳になる方 昭和28年４月２日～昭和29年４月１日生
70歳になる方 昭和23年４月２日～昭和24年４月１日生
75歳になる方 昭和18年４月２日～昭和19年４月１日生
80歳になる方 昭和13年４月２日～昭和14年４月１日生
85歳になる方 昭和８年４月２日～昭和９年４月１日生
90歳になる方 昭和３年４月２日～昭和４年４月１日生
95歳になる方 大正12年４月２日～大正13年4月1日生
100歳になる方大正７年４月２日～大正８年４月１日生
② 60～64歳で、心臓、じん臓もしくは呼吸器の機能ま
たはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を
有する方

《長期療養特例期間について》
肺炎球菌ワクチン接種助成対象の方で、接種対象期間に
次の特別の事情でやむを得ず定期接種を受けることがで
きなかった方は、当該事情がなくなった日から起算して
１年を経過する日までの間、助成を受けることができま
す。該当する場合は、健康対策課へご連絡ください。
【特別の事情】
①次のアからウまでに掲げる疾病にかかったこと
ア 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その
他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病

イ 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関
節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、
ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療
を必要とする重篤な疾病

ウ アまたはイの疾病に準ずると認められるもの
②臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を
受けたこと（やむを得ず定期接種をうけることができ
なかった場合に限る。）
③医学的知見に基づき①または②に準ずると認められる
もの

大人の風しんワクチン予防接種費用
助成対象者が拡大しました

【接種日が平成31年１月１日以降の対象者】
米子市に住民票のある方で、
①妊娠を希望する女性のうち、抗体価の低い方
②妊婦の配偶者（内縁の夫も含む）
③【新設】妊婦と同じ住所を有する同居者
④【新設】①と同じ住所を有する同居者のうち、抗体価
の低い方

⑤妊娠を希望する女性と同居しているその配偶者（内縁
の夫を含む）で、抗体価の低い方

助成上限金額：①～④のかた…8,000 円　
⑤のかた…6,000 円

　風しんは、風しんウイルスによるウイルス性発疹症
で、大人が発症した場合の症状はそれほど重くありませ
んが、抗体を持たない、または抗体価が低い妊婦が感染
すると、赤ちゃんに難聴や心疾患、白内障などの障がい
（先天性風しん症候群）が起こる可能性があり、注意が必
要です。
　抗体価検査を受け、抗体価が低かった場合は、風しん
ワクチン予防接種を受けましょう。
※申請は３月31日まで（ただし、３月１日から31日ま
での接種分は、４月末まで申請できます）

※助成対象となる風しんの抗体価には、一定の基準があ
ります。

※申請に必要な書類など、くわしくはお問い合せください。
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山陰労災病院 健康講話（第251回）
■と き　２月13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　「抗がん剤治療のお話」
■講 師　がん化学療法看護認定看護師

原
は ら だ

田　由
ゆ み

美さん
※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）

一般公開健康講座（第94回）
■と き　２月21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　「身近な睡眠の問題」
■講 師　のむらニューロスリープクリニック

野
の む ら

村　哲
た か し

志さん
　睡眠は人生の３分の１を占め、覚醒と表裏一体で
重要な役割をしています。
　現在、５人に１人が睡眠に問題を抱えており、日
常生活や身体に悪影響を及ぼします。
　まずは、睡眠への理解を深めていただいた上で、
睡眠障害を起こす種々の病気についてお話しします。
※入場無料、申込不要

■問合せ　（公社）鳥取県西部医師会（☎３４－６２５１）

米子医療センターがんフォーラム
■と き　３月16日（土）午後１時～3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」
１）消化管がんの内視鏡治療

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）

♬歌って健康若がえり教室♪
　ピアノ伴奏にあわせて、思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　２月28日（木）午後１時30分～3時20分

（午後１時受付開始）
■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 だ

田　公
き み お

夫さん
■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）

届きましたか？特定保健指導利用券
健診結果相談会・健康づくり懇談会
（特定保健指導）のご案内

　米子市国民健康保険の特定健康診査
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
た方にご案内（特定保健指導利用券）を
随時お届けしています。
　『血液検査で少し数値が高いだけ』、
『血圧が少し高いだけ』では、あまり
気にならないかもしれませんが、放っ
ておくと深刻な生活習慣病になること
も…。今こそチャンス！
　保健師、管理栄養士と、これからの健康づくりにつ
いて一緒に考えてみませんか。健診結果相談会・健康
づくり懇談会に参加して、生活習慣病を予防しましょ
う！！
【申込締切】相談会：３月31日、懇談会：３月25日
■問合せ　保険課 健康推進室
（☎２３－５４０８、 ２３－５５７９）
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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。） ▼ 20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）
■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／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職員が相談に応じま
す。予約不要、無料、電話相談可。 ▼平日午前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（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／要電話予約（平日午前９時～午後５時）／
問よなご暮らしサポートセンター（☎３５－３５７０）
■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。 ▼ 14 日（木）、28
日（木）、３月６日（水）、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／問高
齢者支援センターとっとり （☎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。※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（火）、３月11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。 ▼ 14
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、成年後見、財産管理、借金な
ど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（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）
■労働関係機関による日曜合同労働相談会
解雇、賃金などの労働問題全般について、弁護士な
どが相談に応じます。 ▼３月３日（日）午前10時～
午後３時（事前予約優先）／国際ファミリープラザ／
問労使ネットとっとり（☎０１２０－７７－６０１０）
■全国一斉なんでも労働相談ダイヤル
働き過ぎにレッドカード！！
働くみなさんのトラブルや心配事などに相談員が電
話でお答えします。フリーダイヤル０１２０－１５４
－０５２。 ▼６日（水）～８日（金）午前10時～午後７
時／問連合鳥取（☎０８５７－２６－６６０５）
■登記相談会
相続登記・空き家・境界問題について無料で相談に
応じます。 ▼13 日（水）午後１時～４時（要予約）／
鳥取地方法務局米子支局３階会議室／問鳥取地方法
務局米子支局（☎２２－６１６２）
■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
留など、行政書士が無料で相談に応じます。予約不
要。 ▼９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）


