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　体育協会佐治支部では町民スポーツ大会を開催します。たくさんのご参加をお待ちしています。
令和３年度　町民スポーツ大会開催日程

大　会　名 日　時 場　所
第19回 ソフトバレーボール大会 ６月 ６日(日) ９時00分～ 佐治町B&G海洋センター
第25回 グラウンド・ゴルフ大会 ８月22日(日) ８時00分～ 佐治町多目的運動広場
第19回 レクスポ祭 10月10日(日) ９時00分～

佐治町B&G海洋センター第53回 卓球大会 11月７日(日) ８時30分～
第４回 ボッチャ大会　 12月５日(日) ９時00分～

※新型コロナウイルスの感染拡大の状況によっては中止する事があります。
【お問合せ】教育委員会事務局佐治町分室　 88-0218

　４月21日（水）、さじ保育園の園児全員が刈
地のれんげ畑所有者下田公男さんに招待され、
保育園から往復3キロの道のりを歩いて行きまし
た。下田さんは毎年さじ保育園の園児を招待す
るため、田んぼにれんげの種をまき、子どもた
ちが安全に遊べるように、田んぼをこまめに手
入れされています。満開のれんげ畑で、子ども
たちは思い思いの遊びを満喫し、自然の中での
びのびと楽しく過ごしました。

スポーツで、コロナに負けない元気な身体！

れんげ畑で元気いっぱい　さじ保育園

男 807人 （±０） 　計 1,728人（－４）
女 921人 （－４）世帯数750世帯（－２）
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　初期の生活習慣病は自覚症状がなく、健（検）診で初めて発見されることがよくあります。健（検）
診を受けて自分の生活習慣の改善すべき点を見つけ、健康でいきいきとした毎日を送りましょう。
健（検）診日
　７月１日（木）：佐治町地域活性化センター　　７月 2日（金）：佐治町Ｂ＆Ｇ海洋センター
　７月５日（月）：佐治町コミュニティセンター
７月６日（火）・10月５日（火）28日（木）：用瀬保健センター
※感染予防のため、事前予約が必要となります。市民福祉課へ早めに電話で予約をしてください。

新型コロナウイルス感染症の発生状況によっては、中止や延期の場合があります

健（検）診の種類
　特定健診・高齢者健康診査・健康診査の内１つ、肝炎ウィルス検査、結核検診、
　がん検診（胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、子宮がん）　骨粗しょう症予防検診
当日の持ち物
　①受 診 券…『国保特定受診券』、『がん検診無料クーポン』、『がん検診受診券』などの、当

日受診予定の受診券をご持参ください。
　　　　　　　　※受診券が届いていない場合は、事前に市民福祉課へご連絡ください。
②健康保険証
③健 康 手 帳…ある方のみ
④自己負担金…受診される種類の負担金をご持参ください。

がん検診受診料金（集団検診時）
種　別 料　金 備　考

胃がん検診 500円 40歳以上
肺がん検診 無料※ 40歳以上※喀痰検診をする場合は300円
大腸がん検診 200円 40歳以上
子宮頸がん検診 500円 20歳以上の女性
乳がん検診 500円 40歳以上の女性（2年に1回）
肝炎ウィルス検査 300円 40～ 74歳（過去に未受診の方）

【注意点】
　　●胃がん検診を受診される方は、前日夜９時以降は絶食、絶飲、禁煙です。
　　●医療機関健（検）診、人間ドックを受診予定の方は集団健（検）診の対象外です。

国保人間ドックについて
　４０～７４歳の鳥取市国民健康保険加入者は、鳥取市が実施する人間ドック事業を受けるこ
とができます。
健（検）診期間：７月１日～令和４年２月２８日
受診方法
　①６月１日以降に、希望する医療機関に直接予約してください。
　②受診予定日の１週間前に書類の手続きをしますので、国民健康保険証、がん検診受診券
　　と特定健診受診券を持参の上、市民福祉課までお越しください。

【お問合せ】市民福祉課　 88-0212

このページの詳細については、別添の「佐治町集団健（検）診のご案内」をご覧ください。

佐治町集団健（検）診のお知らせ

日程により健（検）診の
種類が違います。
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ＳＡＪＩ地域の話題をピックアップ！

　全国人権擁護委員連合会では、人権擁護委員法が施行された６月１日を「人権擁護委員の日」と
定め、人権啓発の呼びかけを行っています。
　人権擁護委員は、人権擁護委員法により委嘱されるもので、佐治町では、北尾泰志さん(高山)、
杉本淑子さん(上大井)のお二人が人権擁護委員として活動されています。
　小学校での「人権の花運動」や中学生を対象とした「人権作文の募集」を行うなどの活動のほか、
インターネット・ＳＮＳ利用に関わる人権侵害やデートＤＶに関する「人権教室」など身近な人権問
題に関する啓発を行っています。
　また、月１回、佐治町総合福祉センターで「特設人権相談所」の開設を行っておりますので、気
軽にご相談ください。

　鳥取市交通安全指導員を長年務められた、岸田鉃
男さん（下加瀬木）と谷口由美子さん（津野）に鳥取
市長から感謝状が贈呈され、総合支所で伝達を行いま
した。「48年間地域の交通安全活動に携わり、事故を
防止し安全で安心して暮らせる町づくりを目指し、日々
交通安全活動をしております。」と岸田さん。長年の
活動、ありがとうございます。

【お問合せ】地域振興課　 88-0211

６月１日は、人権擁護委員の日

特設人権相談所特設人権相談所特設人権相談所
期 日期 日期 日 ６月３日（木）午後１時～３時　　６月３日（木）午後１時～３時　　６月３日（木）午後１時～３時　　 場 所場 所場 所 佐治町総合福祉センター佐治町総合福祉センター佐治町総合福祉センター

【お問合せ】鳥取地方法務局人権擁護課　【お問合せ】鳥取地方法務局人権擁護課　【お問合せ】鳥取地方法務局人権擁護課　 0857-22-22890857-22-22890857-22-2289

岸田鉃男さん 谷口由美子さん

地域振興会議委員が地域振興会議委員が
決まりました決まりました

　任期満了に伴い、新しい佐治地域振興会議
委員が令和５年３月31日までの２年間の任期
で委嘱されました。地域振興会議の設置目的
である「鳥取市の一体的な発展に資する佐治
地域の振興のため」に、今後様々な案件につ
いてご意見をいただきます。
　４月28日には新委員で初めての地域振興会
議が開催され、今年度の会議開催スケジュー
ルや総合支所事務担当、予算について事務局
が報告しました。
【お問合せ】地域振興課　 88-0211

佐治地域振興会議委員名簿　 
新規継続の別 氏　　　名 選出区分

会 長 継　続 小谷　繁喜 １号
継　続 田中　早雄 １号
継　続 西尾　寛茂 ２号
継　続 岸田みち代 ２号
新　規 谷口　輝男 ２号
継　続 岡村　裕司 ２号
新　規 井上　　茜 ２号

副会長 継　続 下石　聡子 ２号
新　規 西尾　正道 ２号
継　続 福安　道則 ３号
継　続 無替　幸夫 ３号
継　続 竹村　智行 ３号

敬称略
＊選出区分
　１号委員　自治会、まちづくり協議会等の役員の職にある人
　２号委員　学識経験を有する人
　３号委員　公募により選任された人

地域のために　交通安全指導員に感謝状贈呈
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　6月になると、夕方真西よりも少し北側の低いところに明るい星
が見え始めます。この星は宵の明星・金星です。ただし、日没後
30分で地平高度が10度ほどしかありませんので、西側に山や建物
がない場所が観察にはいいでしょう。金星や水星は地球の内側をま
わっている惑星で「内惑星」と呼ばれます。これに対して火星や木
星などは外側をまわっているので、「外惑星」と呼ばれます。6月
12日(土)には、夕方の西空で細い月と金星が並んで見られます。「明
星」の名の通り金星はどの星よりも明るく、夕方の明るい空でもよ
く目立ちますので注目してください。

鳥取市さじアストロパーク　宮本　敦

　初夏、梅雨明けや盆明けなど、身体が熱さに慣れてないところに気温が急
上昇すると、熱中症にかかりやくなります。熱中症は屋外だけではなく、室
内でも多く発生します。十分な対策をとり、気をつけましょう！

熱中症は予防が大事！
ちょこっとちょこっと
健康講座健康講座！！

大谷保健師の大谷保健師の

「月と金星の接近(2010年5月16日)」「月と金星の接近(2010年5月16日)」

6月の健康相談日は14日（月）と28日（月）6月の健康相談日は14日（月）と28日（月）6月の健康相談日は14日（月）と28日（月）
場　　所 佐治保健センター　
時　　間 ９：30～ 12：00
お問合せ 市民福祉課保健師　 88-0212

佐治保健センター（健康相談日のみ　 89-1024）

❶暑さを避けよう

❸暑さに備えた体力づくり

❷こまめに水分補給

こまめに水分・
休憩をとろう
汗をかいたときは
塩分補給も

睡眠環境を整えて

バランスのとれた食事
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Ｚ
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