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地域の健康づくりの応援団！
■地区保健推進員の紹介
　　地区保健推進員は、皆さんのお住まいの地域で健康づ
くりを推進しています。

　　「健診受診の声かけ」や「健康イベントの開催」などの
活動を通じて、地域の皆さんへ健康の大切さを発信して
います。緑色の“保推 Tシャツ”を見かけましたら、ぜ
ひお声かけください♪

■食生活改善推進員の紹介
　　食生活改善推進員は、「私たちの健康は私たちの手で」
をスローガンに、食を通して地域の健康づくりを行なう
ボランティア団体です。

　　市主催の養成講座を修了した方が推進員となり、現在、
市内で約600人が活動しています。

　　活動は「おいしく食べて健康づくり教室」、「こども料
理教室」、「おもてなし料理講習会」などの開催や、「米子
市健康フェスティバル」への参加などさまざまです。

■問合せ　健康対策課
（☎２３－５４５２、 ２３－５４６０）

第101回 一般公開健康講座

フレイルと健康長寿
　フレイルとは加齢に伴い筋力や心身の活力が低下した状
態で、進行すると要介護になることがありますが、努力次
第で改善します。健康寿命を延ばして、いつまでも豊かな
生活を送るために、今回はフレイルの原因・診断・治療・
予防などについて話します。
■と き　９月26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
■講 師　根津整形外科医院　理事長　根

ね づ

津　勝
まさる

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、 ３４－６２５２）

第258回 山陰労災病院健康講話

気づきにくい甲状腺の病気
～その症状、もしかしたら甲状腺の病気かも～

■と き　９月18日（水）午後２時～３時30分
■ところ　山陰労災病院３階会議室
■講 師　糖尿病・代謝内科副部長　本

ほ ん だ

田　彬
あきら

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、 ２２－９６５１）

歌って健康♪若返り教室
　ピアノ伴奏にあわせて、思いっきり歌いましょう！
　歌えば、心がますます元気に弾みます。どうぞ、あなた
の健康づくりにお役立てください。
■と き　９月12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
■講 師　下

し も だ

田　公
き み お

夫さん
■参加費　100円
■問合せ　健康対策課

（☎２３－５４５２、 ２３－５４６０）

肺炎球菌予防接種の実施医療機関変更
　高齢者の肺炎球菌予防接種の実施医療機関に変更があり
ましたので、お知らせします。
【予防接種取り扱い中止】クリ内科胃腸科クリニック
■問合せ　健康対策課

（☎２３－５４５２、 ２３－５４６０）
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月 日 ところ と き

９月27日
（金）
巌

今在家公会堂 午前９時～９時20分
箕公民館 午前９時50分～10時10分
米子松蔭高等学校
正門前時計台 午前10時40分～10時50分

巌公民館 午前11時10分～正午
上蚊屋公民館 午後１時30分～１時40分
熊党・繪原幸夫氏宅裏 午後２時～２時20分
浦津公民館 午後２時50分～３時
ネッツトヨタ鳥取専用
駐車場
（ヤンマー農機跡地）

午後３時20分～３時30分

10月８日
（火）
就将
尚徳

（公社）鳥取県宅地建
物取引業協会西部支部 午前９時30分～９時40分

みずほ幼稚園駐車場　 午前10時～10時20分
就将公民館 午前10時50分～11時10分
大袋公民館 午後０時50分～１時
大谷公民館 午後１時20分～１時30分
上安曇公民館 午後１時50分～２時
別所自治会館 午後２時20分～２時30分
尚徳公民館 午後２時50分～３時10分

10月15日
（火）
市内全体
成実
五千石

ふれあいの里 午前９時～ 10時
農家の店しんしん米子
店駐車場 午前11時30分～正午

NPO法人サポート
イルカカフェミント
（生コン跡地）

午後１時30分～１時50分

新山公民館 午後２時10分～２時20分
安養寺 午後２時40分～３時
諏訪・五千石郵便局隣
駐車場 午後３時20分～３時30分

■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。）

■自己負担金

区 分 レントゲン検査
（対象：40歳以上）

「たん」の検査
（対象：50歳以上で喫煙指数
（１日本数×年数）が600以上）

市民税課税世帯 300円 左記に 900円追加
70歳以上 100円 左記に 300円追加市民税非課税世帯
生活保護世帯 無料 無料

■受診券　健診受診券の中にある「肺がん検診受診券（レン
トゲン車用）」をご持参ください。

肺がん検診日程 集団がん検診日程
　先着順で予約を承りますので、ご希望の方は、お手もと
に受診券をご用意のうえ、お早めに健康対策課へお申し込
みください。
■ふれあいの里

と き
胃がん 乳がん 子宮頸がん

午前８時30分～11時 午前９時～11時
９月22日
（日）

● ● ●

10月14日
（月・祝）

● ●

■米子市淀江支所

と き
胃がん 乳がん

午前８時30分～ 11時
９月13日
（金）

● ●

10月１日
（火）

● ●

※受診当日は、必ず受診券と負担金をご持参ください。
■問合せ　健康対策課（☎２３－５４５８、５４５２）

鳥取大学医学部附属病院低侵襲外科センター
ロボット手術1,000例記念市民講演会

ロボットが切り拓く未来の手術
　2010年に導入した内視鏡手術支援ロボット「ダビンチ」
の、1,000症例達成記念講演会を開催します。
■と き　９月28日（土）午後２時～４時30分
■ところ　鳥取大学医学部記念講堂
■演 題　
・特別企画
「もっと知って欲しい！ロボット手術の現状と展望」
・特別講演
「本邦のロボット手術の現状と将来展望～心臓手術に
もロボットは有用～」など

■講 師　日本ロボット外科学会　理事長
渡
わたなべ

邊　剛
ごう

さん　ほか
※入場無料、要事前申込（当日参加も可）
■問合せ　鳥取大学医学部附属病院低侵襲外科センター

医事課（☎３８－７１１８）



■相談名　内容／日時／場所／問合せ先

■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）
■不動産無料相談
空き家・空き地の活用、不動産取引全般。／ 10月
１日（火）午前10時～午後４時／米子コンベンショ
ンセンター／問全日本不動産協会鳥取県本部（☎
0857－29－5411、 0857－29－5422）

■行政相談
役所への要望・意見。予約不要／６日（金）、20日（金）、
10月４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（６日は市役所本庁舎４階
402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／ 14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／１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／ 20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）
■よなご若者サポートステーション
15～39歳の若者の就労・社会参加に向けての相談
／要予約／ 13日（金）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（☎
21－5678、 21－5679）
■特許無料相談
要予約／ 24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）
■就農相談会
要予約／８日（日）午前10時～午後３時／米子市
立図書館／問鳥取県農業農村担い手育成機構（西
部総合事務所）（☎ 31－9644、 35－0198）

■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／ 27日（金）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／ 27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／19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（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）

■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（火）、10月10日（木）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）
■こころの相談会
悩んでいること、つらく、くるしいことなど。要
予約／ 11日（水）午後２時～４時／米子市立図
書館／問ライフサポートセンターとっとり（☎
0120－82－5858、 0857－32－5454）


