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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

男性のための！
健康づくり＆クッキング教室

　健康づくりに役立つ知識
を学び、料理の基礎を中心
とした調理実習をする教室
です。元気でいきいきと過
ごせるよう健康について仲
間と一緒に考えてみません
か。
■と き　５月28日、６月25日、７月31日、８月27日、

９月20日、10月29日、11月27日、12月
17日の全８回シリーズ 
いずれも午前10時～午後１時30分
（運動を行なう場合、終了時間が少し遅れる
ことがあります。）

■ところ　保健センター（ふれあいの里３階）
■内 容　健康に関する講義（生活習慣病予防、口腔

ケアなど）、調理実習、運動
■募集人数　40人
■持ち物　エプロン、三角巾、筆記用具など
■費用　材料費実費（400円程度）
■申込方法　４月19日（金）までに健康対策課に電話
でお申し込みください。　
＊応募多数の場合は、はじめての方を優先させていた
だき抽選とさせていただきます。申し込みされた方
には５月上旬までに通知をいたします。

4 月 1日以降に出産された方から
「産後健康診査」の費用助成を始めます
　米子市に住民票があり、４月１日以降に出産された
方を対象に、産後健康診査（出産後間もない時期の産
婦の体調をみてもらう健診）の費用を助成します。
　すでに母子健康手帳交付を受けた方で、出産予定日
が４月 1日以降の方には、産後健康診査受診票（A５
サイズ）2回分を郵送しました。
※受診票がお手元に届いていない方、県外の医療機関
で出産された方または出産予定の方は、健康対策課
までお問い合わせください。

鳥取県西部不妊専門相談センター
出張相談

　不妊や不育にまつわる相談、心身の悩み等に、不妊
カウンセラー、不妊症看護認定看護師がお答えします。
悩みを抱えこまないでまずはご相談ください。
※事前予約の必要はありませんが、相談時間の希望が
ある場合は、事前にお申し込みください。
■と き　４月16日、５月14日、６月11日、７月９日、

８月20日、９月10日、10月８日、11月
12日、12月10日、平成32年１月14日、
２月18日、３月10日　
いずれも午後１時～５時

■ところ　ふれあいの里４階　研修室２
■申込み・問合せ
鳥取県西部不妊専門相談センター（ミオ・ファティ
リティ・クリニック内）　（☎３５－５２２３、Eメール：
seibufuninsoudan@mfc.or.jp）

平成31年度 大人の風しんワクチン
予防接種費用助成

■対象者　米子市に住所を有する方で、
①妊娠を希望する女性のうち、風しんの抗
体価が低い方

②妊婦の配偶者（内縁の夫も含む）
③妊婦の同居者
④①の同居者のうち、風しんの抗体価が低
い方

■助成上限金額　8,000 円　
■接種対象期間　４月１日～平成32年３月31日
■申請期間　平成32年３月31日まで（ただし、平成

32年３月１日から31日までの接種分は、
平成32年４月末まで申請できます。）

※対象者①～④の「妊娠を希望する女性」、「妊婦」は、
いずれも米子市に住所を有する方です。また、「同居」
とは、住民基本台帳での住所が同一であることを指
します。

※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
い合わせください。
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山陰労災病院 健康講話（第253回）
■と き　４月19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　「食品表示を活用しよう」
■講 師　山陰労災病院　管理栄養士

長
は せ が わ

谷川　里
り え

絵さん
※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）

高齢者の肺炎球菌ワクチン接種
を行ないます

　成人用肺炎球菌ワクチン（23価肺炎球菌莢膜ポリサッ
カライドワクチン）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４月から来
年３月末までです。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。
【対象者】
①次の生年月日の方で、過去に接種をしていない方
65歳になる方 昭和29年４月２日～昭和30年４月１日生
70歳になる方 昭和24年４月２日～昭和25年４月１日生
75歳になる方 昭和19年４月２日～昭和20年４月１日生
80歳になる方 昭和14年４月２日～昭和15年４月１日生
85歳になる方 昭和9年４月２日～昭和10年４月１日生
90歳になる方 昭和4年４月２日～昭和5年４月１日生
95歳になる方 大正13年４月２日～大正14年4月1日生
100歳になる方大正8年４月２日～大正9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

【注意事項】
１. 受診券は３月末に送付しました。紛失等された場合
は、健康対策課までご連絡ください。

２. 市では任意で接種した方の予防接種歴を把握できな
いため、対象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。

《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接種を受けることができなかったと
認められる方は、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

「いきいき健康ライフ教室」
参加者募集！

　わかっていても、なかなか変えられない･･･生活習慣。
　みんなで一緒に楽しく運動したり、健康に関するお
話を聞いたりしませんか？
　今までの生活を振り返り、あなたに合った健康プラ
ンを考えましょう。
■対象者　40～64歳の方で、昨年度の健診結果で脂質・

血圧・血糖値・肥満のいずれかが要指導だっ
た方

■募集人数　35人程度
（申込多数の場合は、初めての方優先）

■と き　５月13日・20日、６月３日・24日、７月１日・
22日、８月26日、９月９日・30日、10月
21日（すべて月曜日）の全10回シリーズ、
いずれも午後１時30分～３時30分

■ところ　保健センター（ふれあいの里）
■内 容　体力測定、ウォーキング・ストレッチ体操、

あなたに合った運動・栄養処方、健康講義等
色々な実技を体験しながら、継続できる運
動・生活習慣探しをします。

■講 師　鳥取大学医学部社会医学講座病態運動学分野
加藤　敏明さん　ほか

■参加費　無料
■申込方法　４月15日（月）までに、健康対策課にお申

し込みください。

一般公開健康講座（第96回）
■と き　４月18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　「知ってほしい！認知症の正しい予防法」
■講 師　鳥取大学医学部　保健学科　生体制御学講座

　教授　浦
うらがみ

上　克
か つ や

哉さん
※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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■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。） ▼ 24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、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）※４月27日～
５月６日の午前10時～午後４時は☎１８８で受付

■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。 ▼ 15日（月）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。 ▼10日（水）市役
所第２庁舎２階第１会議室、26日（金）市役所本庁
舎４階402会議室、５月13日（月）市役所第２庁舎
２階第１会議室、いずれも午後１時～４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／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１時30分
～４時30分　米子天満屋４階／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。 ▼ 10日（水）、５月10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）
■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。 ▼ 18
日（木）午後１時30分～３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。 ▼ 26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）
■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。 ▼13 日（土）午前10時～午後３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）
■不動産鑑定士による無料相談会
不動産の価格、売買・交換・賃貸借等に関する問題
などについて、不動産鑑定士が無料で相談に応じま
す。予約不要。 ▼ 19日（金）午後１時～４時／米子
市文化ホール研修室２／問鳥取県不動産鑑定士協会
（☎０８５７－２９－３０７４）


