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第103回 一般公開健康講座
米子市におけるヌカカの被害状況と

最近の虫よけ事情
　近年の官民あげての取り組みで、その生態がわかってき
たヌカカ。その生態や被害状況に加え、蚊などを含めた吸
血昆虫一般の対策についてもお話しします。
■と き　11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
■講 師　鳥取大学　国際乾燥地研究教育機構
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※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260回 山陰労災病院健康講話
寝たきり予防のための食生活
―サプリメントの効能も含めて―

■と き　11月18日（月）午後２時～３時30分
■ところ　山陰労災病院３階会議室
■講 師　整形外科部長　岡

お か の

野　徹
とおる

さん
栄養管理室長（管理栄養士）　村

むらかみ

上　理
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、 ２２－９６５１）

「肝がん撲滅運動」市民公開講座
■と き　11月16日（土）午後１時10分～３時
■ところ　鳥取県立武道館
■講演会（要予約・定員60人）
　①座学「肝心要の食生活～酒を飲まなくても安心できま
せん！～」　、②体操「骨盤呼吸体操でサルコペニア予防
～からだの土台である骨盤を正しく動かし、血流を良く
し、内臓機能をアップ！～」　

※講演会終了後、肝炎無料検査あり（要予約・定員30人）
※バスタオルを持参し、動きやすい服装でお越しください。
■参加費　無料
■申込み先　
講演会…鳥取県肝疾患相談センター（☎３８ー６５２５）
肝炎無料検査…米子保健所（☎３１－９３１７）

■問合せ　鳥取県肝疾患相談センター（☎３８ー６５２５）

健診結果相談会・健康づくり懇談会
　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、腹囲や BMI（体格指数）が標準よりオーバー
し、血圧や血糖値などが高めだった方に健診結果相談会・
健康づくり懇談会のご案内（特定保健指導利用券）を随時お
届けしています。保健師、管理栄養士が一緒に健康づくり
のお手伝いをします。ご予約をお待ちしています！
■問合せ　保険課　健康推進室

（☎２３－５４０８、 ２３－５５７９）

米子市の予防接種実施医療機関の追加
　米子市の実施する定期予防接種について、実施医療機関
が追加になりましたのでお知らせします。

医療機関名 予防接種の種類
よだか診療所（道笑町）
（☎３３－１１１０）

高齢者の肺炎球菌予防接種
高齢者のインフルエンザ予防接種

■問合せ　健康対策課（☎２３－５４５８、５４５２）

米子医療センターがん医療講演会
筋肉を鍛えて、がんに勝とう !
～老後に備えて貯金と貯筋～

■と き　11月17日（日）午後２時～４時
■ところ　米子医療連携センター　くずもホール
■講 師　京都大学肝胆膵移植外科・臓器移植医療部

海
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道　利
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実さん
■定 員　200人
※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）

秋の医療講演会・相談会
最近の関節リウマチ診療

■と き　11月17日（日）午後１時30分～３時
■ところ　米子市立図書館　第 1研修室
■講 師　山陰労災病院　整形外科　大月　健朗さん　
※入場無料　申込不要
■問合せ　公益社団法人　日本リウマチ友の会　鳥取支部

（☎４４－６７６８）
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65歳以上の方は結核健診を含みます。予約不要です。
市内のどちらの会場でも受診できます。

月 日 ところ と き

11月19日
（火）
市内全体
大和

ふれあいの里 午前9時30分～10時30分
いない淀江店 午後０時50分～１時20分
佐陀３部公民館前 午後１時40分～２時
小波浜公民館 午後２時20分～２時40分
浄福寺駐車場 午後３時～３時10分
福本千里氏宅
（福本興業敷地内） 午後３時20分～３時30分

11月21日
（木）
義方
住吉

三本松２区公民館 午前９時30分～９時50分
あけぼの幼稚園駐車場 午前10時10分～10時30分
西保育園駐車場 午前10時50分～11時10分
まるごう上後藤店
駐車場 午前11時30分～午後０時10分

天使園駐車場 午後１時40分～２時10分
マルイ安倍店駐車場 午後２時30分～３時20分

11月25日
（月）
福生東
福生西

虎亀電工駐車場 午前９時～９時20分
福生体育館 午前９時40分～10時10分
福生東公民館 午前10時30分～11時10分
夢寛歩皆生駐車場 午前11時30分～11時40分
ファミリーマート米子
皆生温泉店（R431沿い）午後１時10分～１時20分

米子市観光センター 午後１時35分～１時55分
福生西６区集会所 午後２時10分～２時20分
川田内科医院裏空き地 午後２時40分～３時
福生西公民館 午後３時15分～３時30分

11月27日
（水）
淀江
春日

米子市淀江支所 午前９時～９時30分
（有）米子中西敷地内 午前10時10分～10時20分
赤井手公民館 午前10時40分～11時
一部公民館 午前11時20分～ 11時30分
水浜・宝善院駐車場 午後１時10分～１時20分
八幡神社 午後１時40分～１時50分
春日公民館 午後２時10分～２時30分
豊田公民館 午後２時50分～３時

12月15日
（日）
市内全体

ふれあいの里 午前９時30分～11時30分

■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。

※自己負担金は受診券をご確認ください。

肺がん検診日程 集団がん検診日程
　集団がん検診の申込みは12月までです。先着順ですの
で、ご希望の方はお早めにお申し込みください。

ふれあいの里
胃がん 乳がん 子宮頚がん
午前８時30分～ 11時 午前９時～11時

11月14日
（木） ● ●

11月24日
（日） ● ● ●

12月８日
（日） ● ●

■対象者
　▶胃がん　40歳以上の方
　▶乳がん　40歳以上の女性

（平成30年度に受診された方を除く。）
▶子宮頸がん　20歳以上の女性（HPV検査対象の方は、

受診券に自己負担金額の記載あり。）
■自己負担額

区 分 胃がん 乳がん 子宮頚がん
市民税課税世帯 2,500円 2,000円 2,300円
70歳以上 1,000円 600円 800円市民税非課税世帯
生活保護世帯 無料
年度末年齢40歳 無料
※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）

高齢者のインフルエンザ予防接種
■対象者　・65歳以上の方（令和元年12月31日までに65

歳の誕生日を迎えられる方）
・60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓もしくは呼
吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによ
る免疫の機能に障がいを有する者として厚生
労働省令で認められた方（身体障害１級程度）

※ただし、本人が接種を希望する場合に限ります。
※対象の方には、受診券を10月下旬に郵送しています。
■接種期間　11月１日（金）～令和２年１月31日（金）
■受け方　必ず医療機関に電話確認のうえ、受診券をご持

参ください。（委託医療機関は受診券に記載）
■負担金　市民税課税世帯：1,200円

市民税非課税世帯：600円
生活保護世帯：無料

■問合せ　健康対策課（☎２３－５４５８、５４５２）



■相談名　内容／予約／日時／場所／問合せ先

■米子市消費生活相談室
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）
■社会保険労務士による「年金・労務無料相談会」

年金・雇用・労務問題 ※年金相談の際は年金手帳など
要持参（本人以外の年金相談は要委任状）／予約不要／
８日（金）午前10時～午後４時／イオン米子駅前店４階

（ハローワーク前）／問鳥取県社会保険労務士会事務局
（☎ 0857－26－0835）
■米子中央ロータリークラブ「一日無料相談会」

健康、医療、補聴器、法律、建設、建築、不動産、教育、
金融、年金、労務、損害保険、生命保険、登記、冠婚
葬祭／予約不要／ 14日（木）午後１時～４時／ふれあ
いの里４階／問米子中央ロータリークラブ（☎ 34－
3032）※当日の問合せはふれあいの里へ

■西部ひきこもり生活支援センター
ひきこもりでお悩み方やそのご家族を支援します。電
話やメールでご相談ください。（相談無料）／平日午
前９時～午後５時／問西部ひきこもり生活支援センター

（☎ 30－4192、 tottoripeer@fuga.ocn.ne.jp）

■起業・経営なんでも相談会
要予約／３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／ 15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／要予約／８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／ 26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）

■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／ 22日（金）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、毎
週金曜日午前10時30分～午後０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／ 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）
■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／ 21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／ 18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）

■行政相談
予約不要／８日（金）、22日（金）、12月４日（水）いず
れも午後１時～４時／市役所第２庁舎２階第１会議室

（12月４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、交通事故など／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）

■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／ 11日（月）、12月10日（火）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
子支局でも相談に応じます。（☎ 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
／ 13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）


