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健診（検診）の問い合わせ　住民福祉課健康介護班 ☎64－1472

　前立腺がん・肝炎ウイルス検診同時実施

対象者　▷特定健診…30歳以上で村の特定

健診を申し込まれた方

▷肝炎ウイルス検診…40・45・50・55・

60・65・70・75歳の方で過去一度も肝炎

ウイルス検診を受けたことがない方

▷前立腺がん検診…50歳以上の男性

▷お口の健康チェック…希望する方

料　金

▷特定健診  ★30歳～39歳…1,300円

★国保41歳～74歳…1,300円

（40、45、50、55歳の方は500円）

★社保40歳～74歳…加入している保険者に

よって料金が異なります

★75歳以上(後期高齢者医療)…無料

▷肝炎ウイルス検診…無料

▷前立腺がん検診…700円(50歳は無料)

▷お口の健康チェック…無料

お願い　受診票・保険証・質問票・個人記

録票(記入して)を持ってきて下さい。

とき

５月21日
(月)

女川地区
未受診者

川北地区
湯沢地区

上関地区
霧出地区

下関11組～
四ヶ字地区

下関１～10組
九ヶ谷地区
七ヶ谷地区

未受診者

５月22日
(火)

５月23日
(水)

５月24日
(木)

５月25日
(金)

７月14日
(土)

対象地区 受付場所 時間

村民会館
大ホール

8:00～
10:00

村民会館
アリーナ

13:30
～

15:00

お願い(特定健診・胸部レントゲン共通)

▷７月14日(土)に未受診者検診がありま

す。５月に受診できなかった方は、ご

利用ください。

▷申し込みしていない方で受診したい方

は、住民福祉課へご連絡ください。

対象者　40歳以上で村の検診を申し込まれた方
料　金　無料　お願い　受診票(問診項目を記入して)を持ってきてください

下川口・荒川台

大内渕

片貝・聞出・沼

八ツ口

金丸

特定健診受診者

田麦千刈

中束

南中・宮前・朴坂

上野原・深沢・上野新

特定健診受診者

蛇喰・上新保

小和田・蕨野

上野・若山

小見・前新田・上野山・松ヶ丘

下関（下町以外）

特定健診受診者

金俣

大石

鮖谷・安角

蔵田島・上川口・久保

上関（雲母・六本杉）

特定健診受診者

桂

高田・平内新

滝原・松平

湯沢

高瀬・沢

上関（本村）・特定健診受診者

上土沢

勝蔵・南赤谷・内須川

辰田新・打上

下関(下町)

幾地

山本・鍬江沢

下土沢

大島

特定健診受診者・未受診者

下川口集落センター

大内渕公会堂向かい

九ケ谷地区ふるさと会館

八ツ口公会堂

(金丸)新野重男様宅前

村民会館前（特定健診）

田麦千刈生活改善センター

中束集落センター

南中集落開発センター

女川地区ふるさと会館

村民会館前（特定健診）

蛇喰集落開発センター

小和田集落開発センター

上野集落開発センター

小見前新田集落センター

関川村保健センター

村民会館前（特定健診）

金俣生活改善センター

(大石)高橋浩司様宅前

七ケ谷地区ふるさと会館

(上川口)石山建設様倉庫前

六本杉集落開発センター

村民会館前（特定健診）

(桂)須貝寅雄様宅脇

高田地区ふるさと会館

滝原公会堂

湯沢集落センター

湯沢地区ふるさと会館

村民会館前（特定健診）

上土沢集落開発センター

南赤谷公会堂

辰田新生活センター

下関就業改善センター

(幾地)近英夫様宅前

山本公会堂

下土沢公会堂

大島駅前

村民会館前（特定健診）

9:15～ 9:35

9:50～10:00

10:15～10:40

10:55～11:05

11:20～11:40

13:15～15:00

9:20～ 9:30

9:45～10:10

10:25～11:10

11:25～11:45

13:15～15:00

9:20～ 9:35

9:50～10:00

10:10～10:25

10:40～10:55

11:15～11:50

13:15～15:00

9:20～ 9:35

9:45～10:00

10:15～10:40

10:55～11:10

11:25～11:45

13:15～15:00

9:10～ 9:20

9:35～10:00

10:15～10:35

10:50～11:10

11:20～11:50

13:15～15:00

9:20～ 9:45

9:55～10:15

10:30～10:50

11:05～11:55

13:20～13:35

13:45～14:00

14:15～14:30

14:45～15:15

7:15～ 10:00

５月21日

(月)

５月22日

(火)

５月23日

(水)

５月24日

(木)

５月25日

(金)

５月28日

(月)

７月14日(土)

とき 実施時間 対象地区会場

※特定健診を受ける方は、特定健診会場(村民会館前)でも受診できます。

5月21日(月)～25日(金)
特定健診 胸部レントゲン検診 ５月21日(月)～28日(月)土日除く
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カレンダー ５月１日　 ６月５日

日 曜 行　事　予　定 日 曜 行　事　予　定

５月

[憲法記念日] 

[みどりの日] 

[こどもの日] [立夏]

乳児健診（７～８、10～11か月児）・ブックスタート
（受付13:00～13:30、保健センター）

バードウォッチング(６:30～８:30、三面川鮭産漁業協同組合)

関川中学校九ノ郷ウォーク（８：15～　関川中学校）

緑の少年団「育樹を通じ、自然を学ぶ日」、
「フラワー作戦」（８:45～15:00、村民会館ほか）

陸上自衛隊新発田駐屯地パレード(14:00～14:30、新発田市街）

[母の日]
冒険王「シラネアオイ」を探そう
（7：00歴史館集合～17：00、高坪山　樽ヶ橋から貝附）

ゆ～む休館日
犬の登録と狂犬病予防注射（村内各地、５月18日まで）

関川村議会５月(第３回)臨時会議(10:00～、３階議場)

ど～むトレーニングルーム利用講習会
（10:00～11:00、ど～む)

幼児歯科健診(２歳・２歳半・３歳半児)
（受付13:00～13:45、保健センター）

関川村商工会 第58回通常総会・懇親会
(受付12:30～、総会13:00～、懇親会15:30～相馬鮮魚店）

健康相談日（11：00～13：30、保健センター）

こころの健康相談会（10：00～12：00、村上保健所）

おはなしの会とプチ工作（10:30～11:30、村民会館図書室）

古道を行く①（8：00歴史館集合～15：30、朴坂から松沢）

消防団春季消防演習・ポンプ操法競技会
（消防演習８:15～、操法競技９:30～、ふれあいど～む）

わぁ～むカフェ(10:00～12:00、ふれあいの家)

胸部レントゲン検診（村内各地、５月28日まで）※土日除く

特定健診(受付13:30～15:00、村民会館アリーナ、５月25日まで)

関川小学校運動会（８：55～、関川小学校グラウンド）

まちあるきワークショップ
（10：00村民会館集合～17：00、下関のまち）

関川村森林組合総会（10:00～、村民会館大ホール）

健康相談日（11：00～13：30、保健センター）

全国一斉チャレンジデー(0:00～21:00、全村対象)

関川地区老人クラブ協議会ＧＢ大会（８:30～開会式、ど～む)

おかず作り講習会（10：00～12：00、保健センター）

乳児相談（4、5か月児）(受付13:10～13:30、保健センター）

やまゆり大学開講式（９:45～11:00、村民会館大ホール）

ど～むトレーニングルーム利用講習会
（19:00～20:00、ど～む)

１ 火

２ 水

３ 木

４ 金

５ 土

６ 日

７ 月

８ 火

９ 水

10 木

11 金

12 土

13 日

14 月

15 火

16 水

17 木

18 金

６月

20 日

21 月

22 火

23 水

24 木

25 金

26 土

27 日

28 月

29 火

30 水

31 木

１ 金

２ 土

３ 日

４ 月

５ 火

●上映作品　「イソップ物語　1」

・木こりと金のおの　・ライオンとネズミ　

・しったかぶりのさる

・王様になれなかったカササギ

●上映日時　６月２日（土）10時～10時50分

●入場料　無料　　

●定員　80人（先着順）

プラネタリウムものがたりシアター
太極拳教室
（10:00～11:30、村民会館大ホール）※第１月曜は休み

毎週
月曜

◆毎週の予定◆　※祝日の場合はお休みです。

せきともクラブ
（放課後～18:00、川北ふれあい自然の家）

健康教室「ズンバゴールド」
（昼の部９:30～10:20、夜の部19:30～20:30、村民会館大ホール）

健康教室「骨盤体操」
（10:30～11:30、村民会館大ホール)

バドミントンサークル（19:00～、村民会館アリーナ）

毎週
火曜

情報ひろば
村上市教育情報センター

TEL５３－７５１１

19 土


