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ペットと避難するときのお願い

避難所では、ペットと一緒に同室で過ごすことはできません。避難所の屋外（軒下、自転車小屋など）にペッ
トスペースを設置します。避難所では、周りの方に配慮しルールやマナーを守りましょう。

▶同行避難について

災害時にペットと共に避難所まで安全に避難す
ることを「同行避難」といいます。
※避難所でペットと同室で避難することを意
味するものではありません。

▶周囲の理解について

避難所には動物の苦手な方や、アレルギーの
方もおられます。周りの方に配慮しながら飼
い主が責任を持って飼養管理しましょう。

災害時のペット対策の心得と準備

災害時は何より人命が優先され、ペットについては飼い主の「自助」が基本となります。ペットが飼い主と離
れ離れになり、放浪、繁殖等で公衆衛生上の問題を発生させることがないよう、あらかじめ備えが必要です。

▶飼い主の準備

□防災マップ等で避難所の確認、避難所での
必要品準備

□お家の防災対策（家具の固定など）
□家族・ご近所との連絡
□ペットの所有の明示（マイクロチップ、首輪、
迷子札、鑑札など）

□ペットの健康管理（狂犬病予防注射、ワク
チン接種など）

□ペットのしつけ

▶ペットのための準備

□フード、水、食器（最低５日分、できれば
７日分）

□常備薬、健康や病気の記録
□トイレ用品
□ペットシーツ
□首輪・リード
□キャリーケース・ケージ

災害は突然起こります。いざというときに、あなたの家族とペッ
トが安全に避難でき、一緒に暮らせるよう、心構えと日ごろから
のしつけ、避難生活への備えをしておきましょう。
■環境政策課（☎２３－５２５７、 ２３－５２５８）

ペットと一緒に避難するための手
引き「ペット防災手帳」を活用し
てください。

災害に備えよう！
～飼い主とペットが安全に避難できるように～

※９月20日（月・祝）～26 日（日）は「動物愛護週間」です。動物の愛護と適正な飼育についての理解と関心を深めましょう。
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第77回　米子市 秋の文化祭
　文化の秋を楽しめる、恒例の米子市秋の文化祭。市民の皆さんの素晴らしい作
品展示・発表・公演をぜひお楽しみください。
■問い合わせ　文化振興課（☎２３－５４３７、 ２３－５４１４）

行事 とき
フォトクラブピノキオ写真展 9/10（金）～ 14（火）
麓人展 9/10（金）～ 14（火）
日本風景写真協会鳥取支部展
「四季彩々」

9/10（金）～ 14（火）

第25回　ビスターレ絵画展 9/17（金）～ 21（火）
第９回　実紀の会　洋画展 9/17（金）～ 21（火）
鳥取県書写書道教育研究会
生徒条幅展

9/17（金）～ 21（火）

アンデパンダン絵画展 9/24（金）～ 28（火）
第52回写真集団ゼロ作品展 9/24（金）～ 28（火）
第３回仁愛書院展 10/1（金）～5（火）
’21　山陰新協米子展 10/1（金）～5（火）
麗山書院展 10/22（金）～26（火）
イマージュガラス工芸教室　第33回
 「彩りの時

と き

間に」
10/22（金）～26（火）

第42回　龍心会書道展 10/22（金）～26（火）
米子美術家協会展 10/22（金）～26（火）
第23回　透明水彩で描く水彩画作品展 10/29（金）～11/2（火）
第49回　米子墨彩会水墨画展 10/29（金）～11/2（火）
第26回　米子市写真家協会展 10/29（金）～11/2（火）
米子陶友会展 11/5（金）～ 9（火）
サークル“U”写真展 11/5（金）～ 9（火）
アトリエ Kū  第13回
ソウゾウのちから展

11/5（金）～ 9（火）

第21回
社団法人創元会鳥取支部洋画展

11/12（金）～16（火）

西部地区中学校美術教育研究会中美展 11/12（金）～16（火）
第57回　米子かこう会作品展 11/12（金）～16（火）
第35回　米子工芸会展 11/19（金）～23（火・祝）
第38回　米子地区書道連盟展 11/19（金）～23（火・祝）

米子市美術館

行事 とき
山陰花扇会 秋の舞踊会 9/23（木・祝）
米子歌舞伎保存会令和３年度発表会 10/2（土）
米子市民劇場10月例会
劇団東演　公演「マクベス」

10/9（土）

米子マンドリンオーケストラ
第36回定期演奏会

10/16（土）

コンサート米子11月例会
  「プラジャーク弦楽四重奏団」

10/24（日）

劇団民藝・米子市民劇場　共催　劇団
民藝　公演「野の花ものがたり」

10/25（月）

情脈米子支部短歌会 11/14（日）
米子吹奏楽団オールデイズ ファミリー
コンサートその30 ブラスとあそぼ！

11/14（日）

米子市民劇場11月例会
文学座公演「牡丹燈籠」

11/22（月）

第50回　レインボー・ジャズ・オーケ
ストラ定期演奏会

11/27（土）

山陰少年少女合唱団　リトルフェニッ
クス　第16回定期演奏会

12/19（日）

ゴスペルオーブコンサート 12/26（日）

米子市公会堂

行事 とき
コンサート米子９月例会
「奥村愛ヴァイオリンリサイタル」

9/15（水）

演劇集団あり　50周年記念公演
「パパがママになる日」

10/2（土）・3（日）

鳥取県西部合唱連合
ふれあいコンサート

11/7（日）

米子市文化ホール

行事 とき ところ
おまつり和楽衣箱（仮） 9/23（木・祝） 米子市児童文化センター
米子シネマクラブ　第140回例会 10/10（日） 米子コンベンションセンター
米子歌人協会　第59回　米子市合同短歌祭 10/24（日） 米子市立図書館
健身太極拳交流大会 10/24（日） 鳥取県立武道館
綸の会　邦楽演奏会 11/7（日） 米子市淀江文化センター
いおり博士とこうじくんの理科室パフォーマンスショー 11/21（日） 鳥取県立武道館

日中友好　太極拳まつり 12/4（土） 米子産業体育館

その他の会場

※新型コロナウイルス感染症の影響により延期または中止となる場合があります。
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「見えにくさ」は一人ひとりさまざまです。こ
こでは支援や配慮の一例を紹介します。

相手への思いやりヘルプマークの活用を
「見えにくさ」は外見で判断することが難しい
ため、困っていることに周囲の人が気づくこ
とができない場合があります。周りのサポー
トや配慮をより受けやすくするため、ヘルプ
マークをご活用ください。また、ヘルプマー
クを身に着けた
方が困っていた
ら、声をかけるな
ど、思いやりのあ
る行動をお願いし
ます。

「見えにくさ」を感じたら相談を！
鳥取県視覚障がい者支援センター
米子市皆生温泉 3-18-3　
☎ 0859-46-0778　℻ 0859-22-7688

鳥取大学医学部附属病院
ロービジョン相談窓口
米子市西町 36-1　☎ 080-9433-5279
相談日：毎週月曜日・火曜日　午前 9時～ 11時

目的地にたどり着けず
困っている方を見かけたとき
相手の腕などを持ち、半歩前を歩いて誘導し
ます。杖などを持っているときは反対側を歩
きます。

カラー付きレンズ眼鏡（遮光眼鏡）を
かけている方を見かけたとき
室内・室外問わず、遮光眼鏡をかけることで、
まぶしさやギラつきの軽減、ピント調整やコ
ントラストの向上の効果があります。ご理解
をお願いします。

一緒に食事をするとき
テーブルの上を時計の文字盤に見立て（クロッ
クポジションといいます。）、相手から見て「12
時の位置にメインのハンバーグ、４時の位置
にはスープ、８時の位置にはパンがあります。」
のように説明をすると、より楽しい食事に！
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し き そ

素変
へんせいしょう

性症

元の画像

※見え方はあくまでシミュレーション画像です。症状
や進行の度合いによって異なります。

さまざまな見え方

▲ヘルプマーク（ストラップ型）

ロービジョン
　病気やケガにより、メガネやコンタクトレンズを
使ってもよく見えない視力の低下や、視野の一部が欠
けて見えなくなることがあります。それにより、生活
に支障をきたす状態がロービジョンです。
　ロービジョンは、病気や事故、加齢などが原因とな
り、今は見え方に不安はなくても、誰もが突然「見え
にくさ」を感じる可能性を持っています。
　ロービジョンを正しく理解し、相手を思いやること
で、誰にとってもより良い暮らしにつながります。

問い合わせ：障がい者支援課
☎ 0859-23-5159　℻ 0859-23-5393

正しい理解と思いやり

ロービジョン
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中海・宍道湖・大山圏域市長会からのお知らせ

■５市長による「トップミーティング」を開催

昨年７月以降、境
港、安来、出雲、松
江４市で新市長が誕
生し、米子市を含め
初めて５市長が顔を
そろえ、連携強化を
確認しました。市長会結成から10年になること
を踏まえ、圏域の将来像を示した指針「振興ビジョ
ン」を改訂していくこととしました。（６月５日）

■産学・医工連携事業で新製品（歯周ポケット深さ
測定器「Pkensa（ピーケンサ）」）を開発

市長会が事業委託す
る中海・宍道湖・大
山圏域産学・医工連
携推進協議会で、使
い捨ての歯周ポケッ
ト測定器「ピーケン
サ」を開発しました。この製品は圏域内企業や社
会福祉施設等と共同開発し、測定時の患者の衝撃
緩和や操作性の向上を図りました。医工に加え、
福祉分野からの参画もあり、新たな連携のモデル
ケースとして、今後の進展が期待されます。（６月）

■問い合わせ
総合政策課（☎２３－５３５８、 ２３－５３９２）

健康づくりの教室やイベントを

Chukai コムコムスクエアでスタート！

■と き　毎週金曜日　午前10時～正午
■ところ　Chukai コムコムスクエア

（米子市四日市町 127―１　ローズセントラルビ
ル１階）
※その他の会場は18ページに掲載しています。

■対象者　市内在住の65歳以上の方（予約不要）
※要介護・要支援の認定や医師から運動制限を受
けている方を除く。

■参加費　150円 ／１回
■持ち物　水分補給用のドリンク、汗拭きタオル
■問い合わせ　
健康対策課（☎２３－５４５８、 ２３－５４６０）

健康づくり（フレイル予防）の発信拠点の１つとして、Chukai コムコムス
クエアで運動教室や各種健康イベントを９月から随時開催します。

ふらっと、運動体験 !! まちなか健幸習慣

▲ローズセントラルビル

※この他に、健康を目的としたウォーキング講座、クッキン
グ講座なども予定しています。


