
平成24年9月15日 広報つるおか 12

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。

 羽黒地域 申込み・問合せ
羽黒庁舎市民福祉課�62‐2111内線505

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

12：45～
13：1510 . 18�21年２月～ 

４月生まれ３ 歳 児

にこ�ふる９：15～
９：55

10 . ２�
　23�23年10月生まれ１　歳

お誕生教室

�乳幼児健診・教室

◎献血
会　　　　場受付時間月　日

こぴあ10：00～11：3010 . 13�

　〃13：00～16：00〃 

小真木原総合体育館（健康のつどい）９：00～11：3014�

　　　　　　　　〃13：00～15：00〃 

鶴岡高専（高専祭）９：00～11：3020�

　　　　〃13：00～15：30〃 

小真木原公園（不動産フェア）９：00～15：0021�

※献血会場で骨髄ドナー登録も可。その他の会場…羽黒高校、鶴岡
工業高校、鶴岡中央高校。詳しくは、健康課（にこ� ふる）�25‐
2111内線363へ。

�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

10 . 24�

24年５月23日～
７月24日生まれ３～４か月児

13：15～
13：30

24年２月�
３月生まれ７～８か月児

にこ�ふる９：15～
９：55

10 . ２�
　23�23年10月生まれ１　歳

お誕生教室

④③②①会　場受付時間月　日

○○○○櫛引公民館７：30～９：0010 . 17�

○×○×　代公民館13：30～13：4524�

○×○×田代公民館14：15～14：30〃 

○×○×馬渡公民館15：00～15：15〃 

�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

 櫛引地域 申込み・問合せ
櫛引庁舎市民福祉課�57‐2116

 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

④③②①会　場受付時間月　日

○○○○越沢基幹集落センター７：30～９：0010 . ２�

××○○鼠ケ関青少年海洋センター９：30～10：30９�

××○○〃13：00～14：00〃 

○○××小岩川公民館７：30～９：3012�

○○××温海漁村センター〃15�

××○○浜中公民館９：30～10：3016�

××○○宮名公民館13：00～14：00〃 

○○○○戸沢林業集落集会施設７：30～９：0019�

�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

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

10 . ４�

24年５月２日～
７月３日生まれ３～４か月児

24年１月・
２月生まれ７～８か月児

10 . 18�23年１月～
３月生まれ１歳６か月児

 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

10 . ２�
　23�23年10月生まれ１　歳

お誕生教室

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

○×○○砂川公民館13：00～ 14：0010 . ３�

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。

�健康診断 10月はありません
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10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。

 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

10 . 17�
　24�24年６月生まれ４ か 月 児

10 . 16�
　23�24年２月生まれ７ か 月 児

10 . ２�
　11�23年３月生まれ１歳６か月児

10 . ３�
10�21年４月生まれ３ 歳 児

９：15～
９：55

10 . ２�
　23�23年10月生まれ１　歳

お誕生教室

�乳幼児健診・教室

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

○○○○第一学区コミセン７：30～９：0010 . １�

○○○○第六学区コミセン〃４�

○○××　　　 〃７：30～９：30９�

○○○○中清水公民館７：30～９：0010�

○×○○第六学区コミセン13：00～14：3012�

○○○○　　　 〃７：30～９：0023�

�健康診断

�呼吸器検診（結核・肺がん検診、大腸がん検診）

会　場受付時間月　日

第二学区コミセン13：30～14：3010 . １�

大山コミセン〃２�

東目公民館14：30～14：45５�

山口公民館13：30～13：45〃 

下川公民館13：30～14：0011�

辻興屋公民館14：30～15：00〃 

矢引公民館13：30～13：4518�

大谷公民館14：15～14：30〃 

黄金コミセン14：45～15：1519�

湯田川コミセン13：30～14：00〃 

斎コミセン〃22�

平京田公民館13：30～13：4526�

西京田公民館14：15～14：30〃 

覚岸寺公民館15：00～15：15〃 

湯野浜コミセン13：30～14：0030�

◎問合せ　健康課（にこ�ふる）�25‐2111内線373または
　　　　　各地域庁舎市民福祉課へ

�予防接種

受付時間月　日会　場

13：15～14：2010 . 30� に こ � ふ る  

�ＢＣＧ（満６か月未満で接種を終えていない乳児）

�ポリオ
不活化ポリオワクチン（注射）での個別接種です。集団接種は
ありません。対象者には個別に案内しています

 藤島地域 申込み・問合せ
藤島庁舎市民福祉課�64‐2111内線112

④③②①会　場受付時間月　日

○○○○渡前公民館７：30～９：0010 . ３�

�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

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

10 . 25�

24年６月１日～ 
７月24日生まれ４ か 月 児

24年２月１日～ 
３月24日生まれ７ か 月 児

10 . ４�23年１月～
３月生まれ１歳６か月児

にこ�ふる９：15～
９：55

10 . ２�
　23�23年10月生まれ１　歳

お誕生教室

�乳幼児健診・教室

《対象》　今年度中に40歳、50歳、60歳、70歳になる方
（40歳・50歳総合健診で受診した方、受診する予定の方は
除きます）。対象者には９月末に受診券を送付します
《期間》　１０月１日�～１２月２８日�
《検診内容》　問診、歯周組織検査
《受診できる医療機関》　山形県歯科医師会に所属する実
施医療機関（予約の上、受診券をお持ちください）
《自己負担金》　1,300円（７０歳は無料。生活保護世帯、市
民税非課税世帯の方には免除制度が
あります。事前に申請が必要です）
《問合せ》　健康課（にこ�ふる）�25‐
2111内線367または各地域庁舎市民
福祉課へ

歯周疾患検診が始まります歯周疾患検診が始まります
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