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5 月の鳥取地域の健診・予防接種など ※ 4月分は3月号に
　掲載しています。

健康健康
5 月

ＢＣＧ接種
対象児　下記および生後 12 カ月

未満で未接種の乳児
受　付　13:00 ～ 14:00　
ところ　さざんか会館

と  き 対　象　児

6日（金）27 年 11 月  1 日～ 15 日生

20 日（金）27 年 11 月 16 日～ 30 日生

※生後 12 カ月までに接種できな
い場合は、中央保健センター
にご相談ください。

さざんか会館の駐車場が満車
の場合は、駅南庁舎駐車場（3
時間まで無料）をご利用くだ
さい。どちらの駐車場も駐車
券が発行されますので、受付
で提示してください。

中央保健センター
 （さざんか会館 4 階）
　予防接種
　　  0857-20-3191
　　  0857-20-3199
　乳幼児健康診査など
　　  0857-20-3196
　　  0857-20-3199
保険年金課健診推進室
 （さざんか会館 3 階）
　がん検診など
　　  0857-20-0320
　　  0857-20-3915
国府町総合支所市民福祉課
　　  0857-39-0557
　　  0857-27-3064
福部町総合支所市民福祉課
　　  0857-75-2812
　　  0857-74-3714
河原町総合支所市民福祉課
　　  0858-76-3113
　　  0858-85-0672
用瀬町総合支所市民福祉課
　　  0858-87-3781
　　  0858-87-2270
佐治町総合支所市民福祉課
　　  0858-88-0212
　　  0858-89-1552
気高町総合支所市民福祉課
　　  0857-82-3159
　　  0857-82-1067
鹿野町総合支所市民福祉課
　　  0857-84-2013
　　  0857-84-2598
青谷町総合支所市民福祉課
　　  0857-85-0012
　　  0857-85-1049
鳥取東健康福祉センター

（国府町総合支所内）
　予防接種・健診など
　　  0857-25-5008
　　  0857-25-5023
　高齢者の介護相談など
　　  0857-25-5021
　　  0857-25-5023
中央地域包括支援センター
 （駅南庁舎内）
　　  0857-20-3456
　　  0857-20-3404
こやま地域包括支援センター
 （学習・交流センター 2 階）
　　  0857-32-2727
　　  0857-31-3270
南地域包括支援センター
 （用瀬地区保健センター内）
　　  0858-76-2351
　　  0858-76-2352
西地域包括支援センター
 （気高地区保健センター内）
　　  0857-82-6571
　　  0857-82-6572

乳幼児健康診査
受付 ［さざんか］12:15 ～ 14:00   ［鳥取東］12:40 ～ 13:20
健診開始 12:50 ～

区　分 対　象　児 と 　　き
さざんか会館 鳥取東健康福祉センター

6カ月児 H27年10月生 9日（月）～ 11日（水） 10日（火）

1歳6カ月児 H26年10月生 17日（火）～ 19日（木） 20日（金）

3歳児 H25年4月生 24日（火）～ 26日（木） 27日（金）

2歳児歯科
および

フッ化物塗布
H26年4月生 12日（木）

12:45 ～14:00受付
13日（金）

13:00 ～14:00受付

離乳食
講習会

※事前にお
　申し込み
　ください。

5 ～ 6カ月児 13日（金）13:30 ～ 17日（火）13:30～
会場:国府地区保健センター

9 ～ 12カ月児 27日（金）13:30 ～

※東中学校区、桜ヶ丘中学校区のお子さんの乳幼児健康診査は
鳥取東健康福祉センター（国府町総合支所内）で行っています。

※健診の受付は、来られた順番に行います。
※離乳食講習会申込み開始日：4月1日（金）

子育て相談
ダ イ ヤ ル

0857-36-0505（こども発達・家庭支援センター）
0857-20-3203（中央保健センター）

高齢者肺炎球菌感染症予防接種のお知らせ
■対象者（平成28年度）
①平成28年度中に65・70・75・80・85・90・95・100歳となる人（下記のとおり）

・昭和26年4月2日生～昭和27年4月1日生（  65歳）
・昭和21年4月2日生～昭和22年4月1日生（  70歳）
・昭和16年4月2日生～昭和17年4月1日生（  75歳）
・昭和11年4月2日生～昭和12年4月1日生（  80歳）
・昭和 6年4月2日生～昭和 7年4月1日生（  85歳）
・大正15年4月2日生～昭和 2年4月1日生（  90歳）
・大正10年4月2日生～大正11年4月1日生（  95歳）
・大正 5年4月2日生～大正 6年4月1日生（100歳）

②60歳以上65歳未満の人で、心臓、腎臓、
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定める人（各障が
いについて身体障害者手帳1級及び障が
いの程度が1級と同程度と証明できる人）

※ただし、①②とも過去に肺炎球菌ワクチ
ン（23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライド
ワクチン）を接種した人は除きます。

■接種費用
市民税課税世帯の人 2300円
市民税非課税世帯の人 800円
生活保護世帯の人・中国残留邦人の人 無料

■接種期間
4月1日（金）～平成29年3月31日（金）

■接種医療機関
　鳥取県東部地区医療機関（予約してお
受けください。休診状況については各医
療機関にお問い合わせください。）

■医療機関に持参するもの
◇高齢者肺炎球菌感染症予防接種券

②のうち心臓・腎臓・呼吸器障がい1
級を有する人→3月下旬に接種券を郵
送
②のうち心臓・腎臓・呼吸器障がい１
級と同程度の障がいを有する人
→下記にお問い合わせください。

問 中央保健センター 予防係
 0857-20-3191   0857-20-3199

　高齢化社会の進展に伴い、鳥取県の血液の需要は増
加の一途をたどっています。輸血を待つ人のために、
１人でも多くの人のご協力をお願いします。

と　き と　こ　ろ
4月3日（日）
10:30 ～ 16:00 イオン鳥取北店

4月29日（金・祝）
10:30 ～ 16:00

イオン鳥取北店
（連合鳥取東部地域協議会主催）

※その他の鳥取県内の献血情報・献血条件などは、鳥
取県赤十字血液センターにお問い合わせください。

問 鳥取県赤十字血液センター   0857-24-8101

全血献血（400㍉㍑）にご協力をお願いします

鳥取市食育推進員養成講座
1グループ 2グループ 時間

第1回（6月）     9日（木）（合同開催） 13:30～15:30

第2回（6月）   22日（水）（合同開催） 9:30～11:30

第3回（7月） 7日（木） 20日（水）

9:30～13:30

第4回（8月） 4日（木） 24日（水）

第5回（9月） 15日（木） 28日（水）

第6回（10月） 13日（木） 26日（水）

第7回（11月） 10日（木） 16日（水）

第8回（12月）  15日（木）（合同開催） 13:30～15:30

と こ ろ　さざんか会館
内　　容　食生活に関する講義や調理実習
募集人員　1グループ20人程度（2グループで実施します）
参 加 費　無料
申し込み　6月1日（水）までに問い合わせ先まで
※修了後は食育推進員として、地域の食育活動に携

わっていただきます。
問 中央保健センター 食育推進係

 0857-20-3192   0857-20-3199

　本市では、血糖値が少し高い人・治療中の人などが集
まり、仲間同士だからこそわかりあえる悩みを共有し、
励ましあって定期的に学習をしています。血糖値が気
になる方、ご家族の健康が気になる人などで、参加をご
希望される人は下記問い合わせ先までご連絡ください。
■こんなことをしています
　○医師や保健師の講話　　○ウォーキング
　○調理実習　　○健康運動指導士の実技・講話
問 中央保健センター 健康づくり係

 0857-20-3194   0857-20-3199
各総合支所市民福祉課（  10ページ）

糖尿病友の会に参加してみませんか？

新たな助成事業を開始します

　赤ちゃんをご出産後、産婦人科などで実施される新
生児聴覚検査費用の一部を助成します。赤ちゃんの聴
覚（耳のきこえ）の状態を確認し、早期に適切な支援
を行っていくために大切な検査ですので、受けられる
ことをお勧めします。
対 象 者　平成28年4月1日以降に出生した赤ちゃん

※検査対象の赤ちゃんまたは母が、検査日に
おいて本市の住民であること

助成内容　初回検査のみ1人1回2000円を限度とし
て助成します

受診票を使用できる医療機関
　鳥取県内の産婦人科医院、総合病院
※転入などで受診票をお持ちでない人、または里帰り

出産などのため本市が委託していない医療機関で新
生児聴覚検査を受診される場合は、下記までご連絡
ください。

　4月より妊婦一般健康診査受診票の中に妊婦歯科健
診の受診票が加わります。
　妊娠中は口の中も変化を起こしやすくなります。む
し歯、歯周病などの症状が出る前に歯科健診を行い、
元気な赤ちゃんを迎える準備をお勧めします。
対 象 者　本市に住民票がある妊婦
助成内容　妊娠中に1回歯科健診を無料
　　　　　（ただし、治療費は個人負担となります）
受診票を使用できる医療機関
　鳥取県東部歯科医師会所属の各歯科医院
※転入などで受診票をお持ちでない人は下記までご連

絡ください。

問 中央保健センター 母子保健係
 0857-20-3196   0857-20-3199

　 鳥取東健康福祉センター、各総合支所市民福祉課
　（  10ページ）

新生児聴覚検査費助成事業

妊婦歯科健診助成事業

　本市では、発達障がいを正しく理解し、発達障がいを
もつ人々やご家族にとって安心して暮らすことのできる社
会の実現をめざし、子どもの発達などの相談・療育など
を行っています。

【相談時間】月～金曜日（祝日・年末年始は休み）
8:30 ～ 17:15

【場　　所】こども発達・家庭支援センター、若草学園
問こども発達・家庭支援センター 発達支援係

0857-33-4012  0857-20-0144

毎年 4 月 2 日は国連の定めた「世界自閉症啓発デー」、
4 月 2 日から 8 日までは「発達障害啓発週間」です。

　離乳食の進め方＆作り方のDVDを作りました。初めての人にも分かりやすく解説してい
ます。ぜひ、お子様の離乳食作りにお役立てください。
貸し出し場所・問い合わせ先
中央保健センター 食育推進係   0857-20-3192   0857-20-3199
鳥取東健康福祉センター、各総合支所市民福祉課

離乳食の進め方＆作り方DVDの貸し出し毎月22日は「にこにこデー」です　あいさつで あったか ふれあい まちづくり
　いつも愛嬌たっぷり笑顔の拓くん。２人のお兄ちゃんたちと元気いっぱい遊んで毎日が楽しいね。

　心ふれあう第一歩のにこにこ(^o^)あいさつ演劇と紙芝居公演のご
要望は下記問い合わせ先まで。
問 中央保健センター  0857-20-3194  0857-20-3199

今月のにっこりさん
城北地区育児サークル「ひまわり会」 

出
で さ わ

澤 拓
ひ ろ む

武くん


