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受付時間診療科開　所　日

９：00～12：00

13：00～15：00
歯科 日曜日、祝日（振替休日含む）、

年末年始（12月31日～１月３日）

休日歯科診療休日歯科診療所所
��23‐03723‐03722

休日の歯痛の際休日の歯痛の際はは

※平日日中は健康課（にこ�ふる）�25‐2111内線361
　または�25‐2731（直通）へお問い合わせください。

◎所在地　総合保健福祉センター
　　　　　（にこ�ふる　市内泉町５‐30）

受付時間診　療　科開　所　日

９：00～11：30内科、小児科日曜日、祝日（振
替休日含む）、年
末年始（12月31日
～１月３日）

13：30～16：30内科、小児科、外科

18：00～20：30内科、小児科

19：00～21：30内科、小児科上記以外の月曜 
～土曜日

休日夜間診療休日夜間診療所所
��23‐56723‐56788

平日夜間や休日の急な病気の際平日夜間や休日の急な病気の際はは

※休日の午前は、小児科医が常駐しています。
※午後（夜間含む）の小児科は、内科医による診察です。

 温海地域 申込み・問合せ
温海庁舎市民福祉課�43‐4613

�乳幼児健診・教室
会　場受付時間月　日該当児の生まれ月対　象

温 海 温 泉
林業センター

13：00
集合８ . ２�

24年３月７日～24
年５月１日生まれ３～４か月児

23年11月�12月
生まれ７～８か月児

13：00～
13：20８ . 23�20年12月～21年２

月生まれ３ 歳 児

９：30
集合８ . ７�23年６月～８月

生まれ
１　歳

お誕生教室

④③②①会　場受付時間月　日

○○○○五十川小学校７：30～９：00８ . １�

�健康診断 ①特定健診　　②呼吸器検診　
③胃がん検診　④大腸がん検診

◎問合せ　健康課（にこ�ふる）�25‐2111内線37２または
　　　　　各地域庁舎市民福祉課へ

�ポリオ

�予防接種

受付時間月　日会　場

13：15～14：20８ . 23� に こ � ふ る  

�ＢＣＧ（満６か月未満で接種を終えていない乳児）

 朝日地域 申込み・問合せ　
朝日庁舎市民福祉課�53‐2111内線333

�乳幼児健診・教室
会　場受付時間月　日該当児の生まれ月対　象

にこ�ふる９：15～
９：55

８ . ７�
　28�23年８月生まれ１　歳

お誕生教室

子宮がん・乳がん検診を受診しましょう
■該当者（今年度人間ドックなどで市が実施する検診を受け
た方または受ける予定の方は除く）
【子宮がん検診】　平成５年４月１日以前に生まれた女性
　　　　　【乳がん検診】　昭和48年４月１日以前に生まれた
　　　　　女性で、今年度中に偶数年齢になる方及び41歳・
　　　　　51歳・61歳になる方

　　　　　※受診の際は、必ず受診券または無料クーポン券
　　　　　（対象者には４月末に発送済み）をお持ちください。
また、生活保護世帯や市民税非課税世帯の方、東日本大震災
での被災によって避難されている方は料金が減免される制度
がありますので、事前にお問い合わせください。

医療機関検診内容

�鶴岡協立病院【要予約】
�三浦産婦人科医院
�三井病院

�すこやかレディース
　クリニック【要予約】
�たんぽぽクリニック

子宮がん
乳がん

�真島医院　
�佐久間医院（湯温海）
�阿部医院（湯温海）

�荘内病院【要予約】　
�宮原病院
�斎藤胃腸クリニック
�茅原クリニック

乳がんのみ

がんの早期発見には、定期的な検診が大切です。
今年度まだ受診していない方は、次の医療機関で受けましょう。

①特定健診　　②呼吸器検診　
③胃がん検診　④大腸がん検診�健康診断

④③②①会　場受付時間月　日

○○××健康の里ふっくら７：30～ ９：00８ . ３�

○○○○朝日東部公民館〃８�

〈個別健診〉

◎献血
会　　　　場受付時間月　日

こぴあ10：00～11：30８ .11�

　〃13：00～16：00〃 

市役所本所９：00～11：3013�

　　〃13：00～16：00〃 

エスモール13：30～15：3021�

鶴岡中央工業団地管理センター（県トラック協会庄内支部）９：00～11：3023�

　　　　　　　　 〃13：00～15：30〃 

市水道部９：30～11：0030�

ＪＡ庄内たがわ本所13：30～15：30〃 

※献血会場で骨髄ドナー登録も可。その他の会場…ルネサス山形セミ
コンダクタ㈱鶴岡工場・鶴岡東工場、㈱荘内銀行本店。詳しくは、健
康課（にこ� ふる）�25‐2111内線363へ。

【問合せ】　健康課（にこ�ふる）�25‐2111
　　　　　内線367�370または各地域庁舎
　　　　　市民福祉課へ

９月から不活化ポリオワクチン（注射）での個別
接種になるため、秋季の集団接種はありません。
対象者には個別に案内を届けます
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障害などのため、健康診断の受診に不安のある方は、
健康課または各地域庁舎市民福祉課へご相談ください。

８月
　平成２4年度の健康診断をまだ申し込みしていない方は、ぜひお申し込みください。各種健診の質問票が送付された方
で、事情があり健康診断を受けられない方や個人で医療機関を受診する方は、お手数ですが各地域の担当課までご連絡
ください。健診の自己負担金は事前の申請によって、生活保護世帯等は無料、市民税非課税世帯は減額になる制度があ
ります。

予防接予防接種種はお済みですかはお済みですか？？
　乳幼児期に接種した三種混合や麻しん・風しんの免疫を
強化するために行う大切な予防接種です。
　今年度の対象者にはすでにお知らせしていま
すが、未接種の方は、夏休みなどを利用して早
目に接種を受けることをお勧めします。

◎接種期間
　◆麻しん・風しん２期…小学校就学前の１年間
　◆麻しん・風しん３期…中学１年生相当年齢
　◆麻しん・風しん４期…高校３年生相当年齢
　◆ジフテリア・破傷風２期…小学６年生相当年齢
◎接種場所　予防接種実施医療機関（要予約）
◎費　　用　無料　※接種期間を過ぎると全額自己負担。
◎問 合 せ　健康課（にこ�ふる）�25‐2111内線372ま
　　　　　　たは各地域庁舎市民福祉課へ

 藤島地域 申込み・問合せ
藤島庁舎市民福祉課�64‐2111内線112 鶴岡地域 申込み・問合せ　健康課（市内泉町５‐30

総合保健福祉センター）�25‐2111内線372

会　場受付時間月　日該当児の生まれ月対　象

総合保健福
祉センター
「にこ�ふる」

13：00～
13：40

８ . 22�
　29�24年４月生まれ４ か 月 児

８ . 21�
　28�23年12月生まれ７ か 月 児

８ . ２�
　７�23年１月生まれ１歳６か月児

８ . １�
８�21年２月生まれ３ 歳 児

９：15～
９：55

８ . ７�
　28�23年８月生まれ１　歳

お誕生教室

�乳幼児健診・教室
会　場受付時間月　日該当児の生まれ月対　象

藤島公民館13：00
集合８ . ９�20年12月～ 

21年２月生まれ３ 歳 児

にこ�ふる９：15～
９：55

８ . ７�
　28�23年８月生まれ１　歳

お誕生教室

�乳幼児健診・教室

 羽黒地域 申込み・問合せ
羽黒庁舎市民福祉課�62‐2111内線505

 櫛引地域 申込み・問合せ
櫛引庁舎市民福祉課�57‐2116

�乳幼児健診・教室
会　場受付時間月　日該当児の生まれ月対　象

櫛引老人福
祉センター

13：00～
13：15

８ . 22�

24年３月28日～
５月22日生まれ３～４か月児

13：15～
13：30

23年12月・
24年１月生まれ７～８か月児

13：00～
13：30８ . 29�20年12月～

21年２月生まれ３ 歳 児

にこ�ふる９：15～
９：55

８ . ７�
　28�23年８月生まれ１　歳

お誕生教室

会　場受付時間月　日該当児の生まれ月対　象
羽 黒 保 健
セ ン タ ー

12：50～
13：10８ . 22�22年11月～

23年１月生まれ１歳６か月児

にこ�ふる９：15～
９：55

８ . ７�
　28�23年８月生まれ１　歳

お誕生教室

�乳幼児健診・教室

８月はありません

①特定健診　　②呼吸器検診　
③胃がん検診　④大腸がん検診

④③②①会　場受付時間月　日

○○○○西郷地区農林活性化センター７：30～９：00８ . ７�

○○○○上郷コミセン　　　  〃21�

○×○○湯田川コミセン13：00～14：0027�

○○○○第一学区コミセン７：30～９：0028�

�健康診断

①特定健診　　②呼吸器検診　
③胃がん検診　④大腸がん検診�健康診断

④③②①会　場受付時間月　日

○○××広瀬地区公民館７：30～ ９：00８ . ２�

○×○○羽黒コミセン13：00～14：0010�

�健康診断 ①特定健診　　②呼吸器検診　
③胃がん検診　④大腸がん検診

④③②①会　場受付時間月　日

○○○×櫛引公民館７：30～８：30８ . ９�

�呼吸器検診（結核・肺がん検診、大腸がん検診）

④③②①会　場受付時間月　日

○○○○長沼公民館７：30～９：00８ . ６�

�健康診断 ①特定健診　　②呼吸器検診　
③胃がん検診　④大腸がん検診
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