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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

５歳児よなごっ子健診を実施します
　米子市では、年中（当年度
４月２日～翌年４月１日の
間に５歳になる）のお子さん
を対象に「５歳児よなごっ
子健診（５歳児健康診査）」
を実施しています。
　大きな集団となる学校生
活に向け、現在お子さんが「集団生活を十分に楽しめ
るか」「困っていることはないか」など、日々の様子
を振り返る機会とするものです。お子さんの得意なと
ころや苦手なところに気づいたり、関わり方を考えた
りし、お子さんが安心して生活を送り、就学に備える
ことを目的としています。
■「５歳児よなごっ子健診」の流れ
①対象のお子さんのいるご家庭へアンケートを郵送
②アンケートの返送

アンケートを返信用封筒に入れ、封をして切手を貼
らずに郵送してください。

③結果のお知らせ
アンケート提出から約１か月後に、郵送で結果をお
返しします。

※アンケートの結果、お子さんの生活のしづらさが大
きい可能性があり、保護者が希望される場合は、相談
会をご案内します。相談会では問診、身体測定、医師・
心理士等による相談（発達・就学・子育てなど）を行
ないます。
■平成31年度「５歳児よなごっ子健診」の実施時期
お子さんの
生まれ月

アンケート
送付

結果の
お知らせ 相談会

平成26年
4 ～ 6 月 ４月下旬 ６月上旬 7 ～９月

平成26年
7 ～ 9 月 ６月下旬 ８月上旬 ９～11月

平成26年
10～ 12 月 ８月下旬 10月上旬 11～１月

平成27年
1 ～ 3 月 10月下旬 12月上旬 1 ～３月

※平成27年４月１日生まれのお子さんは、10月にア
ンケートを送付します。

ご心配・ご不明な点等ありましたら、お気軽に健康対
策課までご相談ください。

救急フェア
鳥取県ドクターヘリ運航開始一周年記念イベント

■と き　５月12日（日）午前11時～午後４時
■ところ　イオンモール日吉津
【屋外イベント】記念式典、救助訓練、ドクターヘリ・
ドクターカー・消防車両の公開
【屋内イベント】救命救急スタッフとともにする心肺
蘇生法、活動紹介（パネル展示）

■問合せ　鳥取大学医学部附属病院　広報・企画戦略
センター（☎３８－７０３９、 ３８－６９９２）

５月は赤十字運動月間です
　日本赤十字社では、国内災害救護、国際活動、血液事
業、ボランティア等、「苦しんでいる人を救いたい」と
いう思いをかたちにした事業が行なわれています。
　日本赤十字社の活動は、支援してくださる会員によっ
て支えられおり、随時、会員を募集しています。
　くわしくは、ホームページ等をご確認ください。

【日本赤十字社公式ホームページ】http://www.jrc.or.jp/
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風しんの抗体検査と予防接種が
無料で受けられます

　風しん定期接種の機会がなったため、風しん抗体保
有率が低い40歳から57歳の男性を対象に、平成31年
度から３年間、風しんの抗体検査と予防接種を実施し
ます。

■対象者　
昭和37年４月２日～昭和54年４月１日生まれの男
性
・平成31年度は、対象者のうち、昭和47年４月２

日～昭和54年４月１日生まれの男性に、準備が
でき次第、無料クーポン券を送付します。

・平成31年度にクーポン券が送付されない対象者
も、希望すればクーポン券を発行しますので、く
わしくはお問い合わせください。

■受け方
①抗体検査を受ける

無料クーポン券を使い、医療機関等で検査します。
②抗体がない場合、予防接種を受ける

無料クーポン券を使い、医療機関等で予防接種をし
ます。ただし、成人の風しん予防接種を過去に接種
されたことがある方、および抗体検査の結果、十分
な免疫があり、ワクチン接種の必要がない方を除き
ます。

■「風しん」とは？
　感染者の咳やくしゃみ、会話などで飛び散るしぶ
き（飛沫）を吸い込んで感染します。小児は発熱、
発疹、首や耳の後ろのリンパ節が腫れて、数日で治
ります。まれに、高熱や肺炎になって入院すること
があります。成人は、高熱・発疹の長期化や関節痛
など、重症化の可能性があります。また、妊娠初期
の女性が風しんに感染すると、赤ちゃんが先天性心
疾患・白内障・難聴をもって生まれる可能性があり、
注意が必要です。

ふれあいの里 健康講座
■と き　５月17日（金）午後２時～3 時30分
■ところ　ふれあいの里４階　中会議室
■テーマ　「増えている大腸がん～大腸がんで死なない

ために～」
■講 師　博愛病院　ドック健診センター長代理

外科部長　木
き む ら

村　修
おさむ

さん
　日本ではがんの中でも大腸がんが最も多く発生し、
女性のがん死亡原因のトップは大腸がんです。大腸が
んが増加する原因、その治療、予防についてお話しし
ます。
※入場無料、申込不要
■問合せ　ふれあいの里（☎２３－５４９１）

一般公開健康講座（第97回）
■と き　５月16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　「心房細動ってどんな病気？」
■講 師　下山医院　院長　下

し も や ま

山 晶
ま さ き

樹さん
　最近、テレビや雑誌で心房
細動という不整脈がよく取り
上げられています。著名人で
は、巨人軍終身名誉監督であ
る長嶋茂雄氏が心房細動から
の脳塞栓症に倒れられたこと

は有名な話です。この心房細動という病気について、
原因、治療法等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）

山陰労災病院 健康講話（第254回）
■と き　５月15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　「全身麻酔について」
■講 師　山陰労災病院　麻酔科医師　播

は り も と

本 尚
た か し

嗣さん
　山陰労災病院では全身麻酔を麻酔専門の医師によっ
て、手術前の診察から手術後の診察までを含めて行なっ
ています。今回はそのような全身麻酔についてお話し
ます。
■問合せ　山陰労災病院（健康講話担当）
（☎３３－８１８１【内線６７４１】、 ２２－９６５１）
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■相談名　内容／日時／場所／問合せ先

■法テラス無料法律相談会
法律問題全般。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。要予約／ 20日（月）午後
２時～４時／市役所本庁舎４階402会議室／申込
先：法テラス鳥取（☎ 050－3383－5495）・問
生活年金課（☎ 23－5378、 23－5391）
■法律相談センター米子

法律問題全般。１件30分5,000円。※多重債務の
相談は無料。要予約／毎週火曜日午後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）
■司法書士による「無料法律相談会」

法律問題全般。要予約／ 24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）
■多重債務・法律相談会

多重債務や借金など。１件30分、要予約／ 16日（木）
午後１時30分～３時／米子コンベンションセンター
／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）
■高齢者なんでも無料電話相談

高齢者の相続、財産管理、介護など。／毎週月・木
曜午後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）
■よなご暮らしサポートセンター法律相談

法律問題全般。費用2,000円、要予約／ 21日（火）
午後１時～３時／ふれあいの里１階／問よなご暮ら
しサポートセンター（☎ 35－3570）
■鳥取県弁護士会による「無料法律相談」

30人程度（当日受付順）、予約不要／ 16日（木）午
前１0時～午後３時／鳥取地方・家庭裁判所米子支
部／問鳥取県弁護士会（☎ 0857－22－3912）

■行政相談
役所への要望・意見。予約不要／ 13日（月）、24
日（金）、６月７日（金）いずれも午後１時～４時／
市役所第２庁舎２階第１会議室／問生活年金課（☎
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・
帰化など。予約不要／ 11日（土）、６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）

■米子市消費生活相談室
買い物のトラブル、架空請求など。／平日午前８時
30分～午後５時／市役所本庁舎１階消費生活相談
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一般相談

日常生活の悩みや不安など。予約不要、電話相談可。
／平日午前９時～午後５時／ふれあいの里１階／問
よなご暮らしサポートセンター（☎ 35－3570）

■起業・経営なんでも相談会
要予約／ 5 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）
■ビジネス情報相談会

要予約／ 17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）
■特許無料相談

要予約／ 28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）

■人権擁護委員による人権相談
予約不要／ 13日（月）、６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も人権相談に応じて
います。（☎ 0570－003－110）


