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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

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
９月13日（金） ● ●
10月１日（火） ● ●

会場
保健事業団

胃がん
（先着40人）

乳がん
（先着35人）

予約不要
受付時間 午前８時30分～11時

12月17日（火） ● ●

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

７月15日（月・祝） ● ●
８月１日（木） ●
８月20日（火） ●
9月8日（日） ● ●
9月22日（日） ● ● ●

10月14日（月・祝） ● ●
10月29日（火） ● ●
11月7日（木） ●
11月14日（木） ● ●
11月24日（日） ● ● ●
12月8 日（日） ● ●
12月25日（水） ● ●
1 月15日（水） ●

☆集団検診の予約受付は７月１日（月）からです。

■検診の予約・問い合せ
（☎２３－５４５８、５４５２）

集団がん検診日程のお知らせ

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　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、
令和２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）

大切なご家族を自死で亡くされた方へ
～「家族の集い」のお知らせ～

■と き　７月２日（火）　午後２時～３時30分
■ところ　ふれあいの里４階
■対 象　ご家族を自死で亡くされた方
■内 容　参加されたご家族同士で気持ちの分かち合

いをします。
■問合せ　鳥取県立精神保健福祉センター

（☎０８５７－２１－３０３１）
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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かったため、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、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

ま つ

）を吸い込んで感染します。小児は発熱、
発疹

し ん

、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。

第83回市民公開講座　おなかのがん
～内科医からのとっておき最新情報～

■と き　６月16日（日）午前10時～正午
■ところ　米子コンベンションセンター第７会議室
■プログラム　
　司会：鳥取大学医学部機能病態内科学　岡野　淳一さん

１「ピロリ菌と胃がん～これでもまだピロリ菌の除
菌しませんか？～」
講師：広島国際大学保健医療学部医療技術学科

楠本　智章さん
２「大腸がん～早期発見から内視鏡治療について～」
講師：鳥取県立中央病院　消化器内科

柳谷　淳志さん
３「膵がんを知ろう～診断から治療まで～」
講師：鳥取大学医学部附属病院　第二内科診療科群

斧山　巧さん
４「肝がん～多彩な病因～」
講師：鳥取大学医学部附属病院　第二内科診療科群

的野　智光さん
※入場無料、申込不要
■問合せ　第111回日本消化器病学会中国支部例会運

営事務局（☎０８６－４６３－５３４４）

一般公開健康講座（第98回）
■と き　６月20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　「歯周病と糖尿病について」
■講 師　野坂歯科医院　野

の さ か

坂　明
あ き ひ ろ

寛さん
　糖尿病を患うと歯周病になりやすいことがわかって
きました。一方で、歯周病になると血糖コントロール
が悪くなるとも言われており、歯周病と糖尿病の関連
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255回）
■と き　６月17日（月）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　「転倒しない体づくりのために」
■講 師　山陰労災病院　骨粗しょう症専門チーム
■問合せ　山陰労災病院（健康講話担当）

（☎３３－８１８１）



■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／ 24日（月）午後
２時～４時／市役所第２庁舎３階会議室／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／ 21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／ 20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／ 17日（月）
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）

■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）
■空き家・空き土地および不動産こまりごと無料相談会

14日（金）午後 1 時～４時／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）

■行政相談
役所への要望・意見。予約不要／７日（金）、24
日（月）、７月８日（月）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・成年後見・交通事故・外国籍の方の帰化など。
予約不要／８日（土）、７月13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）

■起業・経営なんでも相談会
要予約／２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／ 21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／ 25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
人権擁護委員がさまざまな困りごとの相談に応じ
ます。予約不要／ 10日（月）、７月10日（水）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）

■女性の権利110番（弁護士・無料電話相談）
ＤＶや離婚、マタハラ・セクハラ、子どもに関
する問題など、女性に関係する法律問題全般／ 24
日（月）午前10時～午後４時／☎ 0857－30－
4011（※通話料金がかかります。）／問鳥取県弁
護士会（☎ 0857－22－3912）

■女性のための労働相談ホットライン
無料電話相談／３日（月）～４日（火）午前10時～
午後７時／☎0120－154－052（フリーダイヤル）
／問連合鳥取（☎ 0857－26－6605）
■労働関係機関による日曜合同労働相談会

労働問題全般。事前予約優先／ 30日（日）午前10
時～午後３時／ふれあいの里／問労使ネットとっ
とり（☎ 0120－77－6010）


