
◎問い合わせ先
　役場町民保健課　☎（86）1157［直通］

○対 象 者　40 歳以上の男女
○料　　金　無料
※会場が限定されますが、特定健診時にも、集団
　検診を行います。

◆歯周疾患検診
期　　間 会　　場

11 月 1 日～
　12 月 28 日

児島歯科医院
平尾歯科診療所

○対 象 者　20 歳～ 39 歳の男女
　（ 医療保険の種類に関係なく、町民であれ
　　ば受けることができます）
○料　　金　無料
※ 39 ヘルスチェック対象者へは受診券の発
　行がありません。特定健診と同日に行いま
　す。都合の良い会場へおこしください。

◆ 39 ヘルスチェック

自分のからだのこと…どれくらい知っていますか？

※日程は、現時点での計画となります。変更される
　場合もあります。
※対象年齢の基準日は、平成 31 年 3 月 31 日時点です。

○対 象 者　20 歳以上の女性
○受付時間　午前　 9：00 ～ ９：30
　　　　　　午後　13：00 ～ 13：30
　　　　　　（獅子島　12：00 ～ 13：00）
　　　　　　夕方　17：00 ～ 18：30
○料　　金　無料
※節目（前年度）年齢の人を対象とする個別検
診は 10 月以降に実施します。

◆子宮頸がん検診
日　　程 会　　場

5 月 24 日（木）
午後 蔵之元自治公民館
夕方 長島町文化ホール

5 月 25 日（金）
午前 長島町文化ホール
午後 山門野コミュニティセンター

5 月 26 日（土）
午前 長島町文化ホール
午後 保健福祉センター

5 月 29 日（火）
午後 獅子島アイランドセンター
夕方 保健福祉センター

5 月 30 日（水）
午前 川床コミュニティセンター
午後 平尾老人憩いの家

5 月 31 日（木）
午前

保健福祉センター
午後

９月３日（月）
午後

長島町文化ホール
夕方

９月 12 日（水）
午後

保健福祉センター
夕方

◆肺 ( 結核 )・大腸がん検診
日　　程

６月 18 日（月） ６月 25 日（月）

６月 19 日（火） ６月 26 日（火）

６月 20 日（水） ６月 27 日（水）

６月 21 日（木） ６月 28 日（木）

６月 29 日（金）

７月２日（月）

○対 象 者　肺がん　40 歳以上の男女
　　　　　　大腸がん　40 歳以上の男女
○受付時間　公民館ごとに異なります。
　　　　　　・１日おおよそ４～７か所の各公民館
　　　　　　　を巡回します。
　　　　　　・受付時間は受診票に記載します。
○料　　金　無料
※大腸がん検診は、冬期に郵送による個別検診も
実施します。
○夕方検診を実施
　日中の時間帯、受診できない人は、夕方検診をご
利用ください。
　6 月 20 日（水）　長島町文化ホール
　6 月 28 日（木）　保健福祉センター
　受付時間　17：00 ～ 18：30

平成 30 年度 各種検 ( 健 ) 診日程

　町では、次のとおり各種検 ( 健 ) 診を実施します。
１年に１回は検 ( 健 ) 診を受けるようにしましょう。

◆乳がん検診
日　　程 会　　場

９月３日（月）
午後

長島町文化ホール
夕方

９月 12 日（水）
午後

保健福祉センター
夕方

○対 象 者　前年度に節目年齢（40、45、50、
　　　　　　55、60、65、70 歳）到達の女性
○受付時間　午後　13：00 ～ 13：30
　　　　　　夕方　17：00 ～ 18：30
○料　　金　無料
※節目（前年度）年齢の人を対象とする個別検
診は 10 月以降に実施します。

長島町総合町民体育館にトレーニングルームを新設
　長島町総合町民体育館のリニューアルに伴い、
体育館内にトレーニングルームが新設されまし
た。
　室内には、数種類の器具が設置され、さまざま
なトレーニングができます。
　器具の使い方がわからない場合は、管理人に声
をかけてください。
　利用時間・料金については次のとおりです。
○利用時間
　月曜日～金曜日　17：00 ～ 22：00
　土曜日　　　　　 8：30 ～ 22：00
　※日曜日は利用できません。
○利用料金
　大人　１回 100 円
　子ども（小・中・高）　１回 50 円

◎問い合わせ先
　教育委員会社会教育課
　☎（88）6500［直通］

↑設備が充実したトレーニングルーム

○対 象 者
　特定健診　長島町国民健康保険被保険者の
　　　　　　うち 40 歳以上の男女
　長寿健診　後期高齢者医療被保険者
　胃がん　　40 歳以上の男女
○受付時間　8：00 ～ 10：00
○料　　金　無料
　その他、同時に行われる検査項目と料金
　・肝炎ウイルス検診　　  無料
　・腹部超音波検診　　2,000 円
　・骨粗しょう症検診　   500 円
　・前立腺がん検診　　1,000 円

◆特定・長寿健診および胃がん検診
日　　程 会　　場

７月５日（木） 諸浦コミュニティセンター
７月６日（金） 獅子島アイランドセンター
７月７日（土） 旧幣串幼稚園
７月８日（日） 御所ノ浦高齢者コミュニティセンター
７月９日（月） 火ノ浦公民館

８月 20 日（月） 平尾小学校体育館
８月 21 日（火） 蔵之元公民館
８月 22 日（水） 長島町文化ホール
８月 23 日（木） 長島町文化ホール
８月 24 日（金） 山門野コミュニティセンター
10 月３日（水） 保健福祉センター
10 月４日（木） 保健福祉センター
10 月５日（金） 保健福祉センター
10 月６日（土） 川床コミュニティセンター

11 月 10 日（土） 長島町文化ホール
11 月 11 日（日） 保健福祉センター
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