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・健康づくり課（花巻保健センター）南万丁目 970-5　　 ☎ 23-3121
・大迫総合支所 健康づくり窓口　　 大迫町大迫 2-51-4　☎ 41-3128 
・石鳥谷総合支所 健康づくり窓口　 石鳥谷町八幡 4-161 ☎ 41-3448
・東和総合支所 健康づくり窓口　　 東和町土沢 8-60　　☎ 41-6518 

■特定健康診査など（５月17日～６月11日分）

　40歳以上の国保の人が対象です。健康診査（対象

は35歳と後期高齢者医療制度加入者）、大腸がん検診

なども同時に実施します。詳しくは健康づくり課へ。

期日 受付時間 会場 対象行政区

５月
17日（月）

 9：30～11：00 花巻市自然休養村
センター

大沢、下シ沢

13：30～15：00 上円膝、二ツ堰、西晴山

５月
18日（火）

 9：30～11：00 花巻市自然休養村
センター

一本杉
13：30～15：00

５月
19日（水）

 9：45～11：15
国際交流センター

石鳥谷第２・３

13：30～15：00 石鳥谷第17

５月
20日（木）

 9：45～11：15
国際交流センター

石鳥谷第６

13：30～15：00 石鳥谷第４・５

５月
21日（金）

 9：45～11：15
国際交流センター

石鳥谷第15

13：30～15：00 石鳥谷第18

５月
24日（月）

 9：45～11：15 大瀬川振興セン
ター

石鳥谷第８

13：30～15：00 石鳥谷第７・９

５月
25日（火）

 9：45～11：15 八日市構造改善セ
ンター

石鳥谷第10・11

13：30～15：00 石鳥谷第12～14

５月
26日（水）

 9：45～11：15
八幡振興センター

八幡第５

13：30～15：00 八幡第７

５月
27日（木）

 9：45～11：15
八幡振興センター

八幡第１・６

13：30～15：00 八幡第３・４

５月
31日（月）

 9：45～11：15 石鳥谷生涯学習会
館

石鳥谷第19

13：30～15：00 石鳥谷第16

６月
１日（火）

 9：45～11：15 石鳥谷保健セン
ター

石鳥谷第１

13：30～15：00 八幡第２

６月
２日（水）

13：30～15：00 石鳥谷保健セン
ター

未受診者
17：00～18：30

６月
３日（木）

10：00～11：00
田瀬振興センター

田瀬第３

13：30～15：00 田瀬第１・２

６月
４日（金）

 9：45～11：15
浮田振興センター

中内第３・５

13：30～15：00 中内第４

６月
７日（月）

 9：45～11：15
谷内振興センター

谷内第４

13：30～15：00 土沢第６

６月
８日（火）

 9：45～11：15
谷内振興センター

谷内第１

13：30～15：00 谷内第２・３

６月
９日（水）

 9：45～11：15
土沢振興センター 土沢第９

13：30～15：00

６月
10日（木）

 9：45～11：15
土沢振興センター

土沢第４

13：30～15：00 土沢第３

６月
11日（金）

13：30～15：00
東和保健センター 未受診者

17：00～18：30

■乳がん検診（５月18日～６月９日分）

【対象】 令和２年度に未受診の40歳以上の女性

【検診料】 40歳代 2,000円、50歳以上 800円

【問い合わせ・予約先】 健康づくり課、東和総合支所

健康づくり窓口

期日 受付時間 会場 対象地区

５月
18日（火）

 9：30～11：00
花巻保健センター

笹間

13：30～15：00 花巻中央

５月
19日（水）

 9：30～11：00
花巻保健センター

矢沢

13：30～15：00 花北

５月
20日（木）

 9：30～11：00
花巻保健センター

花南

13：30～15：00 湯本

５月
21日（金）

 9：30～11：00
花巻保健センター

湯口

13：30～15：00 矢沢

５月
24日（月）

 9：30～11：00
花巻保健センター

花北

13：30～15：00 太田

５月
25日（火）

 9：30～11：00
花巻保健センター

花巻中央

13：30～15：00 湯本

５月
26日（水）

 9：30～11：00
花巻保健センター

花北

13：30～15：00 湯口

５月
30日（日）

 9：30～10：30
東和保健センター 未受診者

13：00～14：00

５月
31日（月）

 9：30～11：00
花巻保健センター

太田

13：30～15：00 花北

 9：30～10：30
東和保健センター

谷内第１～４、田瀬
第１～３、土沢第８

13：00～14：00 中内第１～５、土沢第９

６月
１日（火）

 9：30～11：00
花巻保健センター

矢沢

13：30～15：00 湯本

 9：30～10：30
東和保健センター

小山田第１～４、土
沢第６～７

13：00～14：00 土沢第１～５

６月
２日（水）

 9：30～11：00
花巻保健センター

花南

13：30～15：00 花巻中央

６月
３日（木）

 9：30～11：00
花巻保健センター

湯口

13：30～15：00 花巻中央

６月
４日（金）

 9：30～11：00
花巻保健センター

花南

13：30～15：00 宮野目

６月
７日（月）

 9：30～11：00
花巻保健センター

湯本

13：30～15：00 花北

６月
８日（火）

 9：30～11：00
花巻保健センター

花巻中央

13：30～15：00 花南

６月
９日（水）

 9：30～11：00
花巻保健センター

矢沢

13：30～15：00 花北

■胃がん検診（６月７日～13日分）

【対象】 40歳以上の人

【検診料】 1,500円

【問い合わせ】 石鳥谷・東和総合支所健康づくり窓口

期日 受付時間 会場 対象行政区
６月
７日（月）

6：30～8：30 八日市振興センター 石鳥谷第10～14

６月
８日（火）

6：30～8：30 軽井沢公民館 小山田第１～４

６月
12日（土）

6：30～9:00 東和保健センター 土沢第２～５

６月
13日（日）

6：30～9:00
石 鳥 谷 保 健 セ ン
ター

石鳥谷第16～19

■子宮頸
けい

がん検診（５月17日～６月11日分）

【対象】 令和２年度に未受診の20歳以上の女性

【検診料】 1,500円

【問い合わせ】 健康づくり課、大迫総合支所健康づ

くり窓口

実施機関 受付時間 定員 期日

ＫＵＢＯクリ
ニック

 9：00～11：00 10人 ５月17日（月）～21日（金）・24日（月）
～28日（金）・31日（月）、６月１日
（火）～４日（金）・７日（月）～11日（金）
※水曜日は午前のみ14:00～16：00 10人

総合花巻病院 13：30～14：00 20人 ６月１日（火）・４日（金）・８日（火）

大迫保健福祉
センター

 9：30～10：30 65人
６月10日（木）・11日（金）

13：00～14：00 65人
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期日 休日当番医 休日当番薬局
◆診療時間　午前９時～午後５時
◆診療科目　○内 ＝内科系、○外 ＝外科系
※休日の当番医に関するお問い合わせは消防本部

（☎24-2141）へ

　休日の当番薬局に関する問い合わせは、ス
クラム薬局花巻駅西店（☎22-6664）へ。

４月４日（日）
内 はじめこどもクリニック （若 葉 町） ☎ 22-0822
内 銀河クリニック （花 城 町） ☎ 22-6000
外 西大通り耳鼻咽喉科 （西大通り） ☎ 21-1133

あい薬局花城店 （花 城 町） ☎ 21-5033
スクラム薬局花巻駅西店 （西大通り） ☎ 22-6664
小 田 島 薬 局 （上　　町） ☎ 23-5161

４月11日（日）
内 さとう内科クリニック （御田屋町） ☎ 21-1511
外 さとう整形外科 （御田屋町） ☎ 21-2200

調剤薬局ツルハドラック御田屋町店 （御田屋町） ☎ 21-3110
諏 訪 調 剤 薬 局 （諏　　訪） ☎ 41-4510

４月18日（日）
内 ゆうきクリニック （星 が 丘） ☎ 23-3627
外 高木丘クリニック （高　　木） ☎ 22-0103

タカハシ星ヶ丘薬局 （星 が 丘） ☎ 22-3378
こ し お う 薬 局 （高　　木） ☎ 21-3005

４月25日（日）
内 ちば心療内科クリニック （諏 訪 町） ☎22-1322
内 藤巻胃腸科内科 （高　　木） ☎23-0051
外 さ さ き 眼 科 （桜　　台） ☎22-1144

か な ん 薬 局 （諏 訪 町） ☎ 21-5522
た か き 薬 局 （高　　木） ☎ 41-1522
桜 台 調 剤 薬 局 （桜　　台） ☎ 21-5036

４月29日（木・祝）
内 照井内科消化器科医院 （四 日 町） ☎23-6100
外 金子整形外科医院 （石鳥谷町八幡） ☎46-2233

花　北　薬　局 （四 日 町） ☎22-2020
えびす調剤薬局 （石鳥谷町八幡） ☎46-1110

５月２日（日）
内 菊地内科クリニック （浅　　沢） ☎22-5900
内 石鳥谷医療センター （石鳥谷町八幡） ☎45-3111
外 いしどりや眼科 （石鳥谷町好地） ☎45-6110

花調あさざわ薬局 （浅　　沢） ☎21-5550
あさひ薬局センター店 （石鳥谷町八幡） ☎46-2220
ひ ま わ り 薬 局 （石鳥谷町好地） ☎46-1255

５月３日（月・祝）
内 たきの内科・循環器科　（大 通 り） ☎21-4511
外 ＫＵＢＯクリニック （御田屋町） ☎21-1103

広田薬品花巻駅前薬局 （大 通 り） ☎41-1778
八 木 薬 局 （上　　町） ☎24-6177

５月４日（火・祝）
内 さとう消化器科内科 （石鳥谷町好地） ☎45-5111
外 石鳥谷駅前クリニック （石鳥谷町好地） ☎46-2621

の ぞ み 薬 局 （石鳥谷町好地） ☎46-2070
ほ お ず き 薬 局 （石鳥谷町好地） ☎46-1410

５月５日（水・祝）
内 湯 本 診 療 所 （湯　　本） ☎27-2230
外 さいき整形外科医院 （星 が 丘） ☎22-5120

ゆ も と 薬 局 （湯　　本） ☎37-1222
タ カ ハ シ 薬 局 （大 通 り） ☎22-3377

＊�新型コロナウイルス感染症
拡大に伴い、健診などの日
程が変更となった場合に
は、対象者にご連絡します

�　発熱や風邪などの症状が

ある場合には健診などへの

参加をご遠慮ください。

※大迫保健福祉センターでの各種乳幼
児健診は、奇数月に実施しています

■乳幼児健診など（対象者に通知済み）

７カ月児健診
実施日 会場 受付時間 対象

５月11日（火）大迫保健福祉センター 12：30～12：45 ２年９月～10月生まれ

５月13日（木）花巻保健センター 12：45～13：15 ２年10月１日～15日生まれ

５月14日（金）石鳥谷保健センター 12：30～12：45 ２年10月生まれ

５月27日（木）花巻保健センター 12：45～13：15 ２年10月16日～31日生まれ

６月４日（金）東和保健センター 12：45～13：00 ２年10月生まれ

１歳６カ月児健診
実施日 会場 受付時間 対象

５月11日（火）大迫保健福祉センター 12：30～13：00 元年９月～10月生まれ

５月14日（金）石鳥谷保健センター 12：45～13：00 元年10月生まれ

５月18日（火）花巻保健センター 12：45～13：15 元年10月16日～31日生まれ

５月21日（金）花巻保健センター 12：45～13：15 元年11月１日～15日生まれ

６月１日（火）花巻保健センター 12：45～13：15 元年11月16日～30日生まれ

６月４日（金）東和保健センター 12：45～13：00 元年11月生まれ

２歳児親子歯科健診
実施日 会場 受付時間 対象

５月11日（火）大迫保健福祉センター 12：45～13：00 平成30年10月～11月生まれ

５月19日（水）花巻保健センター 12：45～13：15 平成30年11月１日～15日生まれ

５月25日（火）花巻保健センター 12：45～13：15 平成30年11月16日～30日生まれ

６月２日（水）花巻保健センター 12：45～13：15 平成30年12月１日～15日生まれ

６月４日（金）東和保健センター 12:45～13：00 平成30年11月生まれ

３歳児健診
実施日 会場 受付時間 対象

５月11日（火）大迫保健福祉センター 12：30～13：00 平成29年10月～11月生まれ

５月12日（水）花巻保健センター 12：45～13：15 平成29年11月16日～30日生まれ

５月14日（金）石鳥谷保健センター 13：00～13：15 平成29年11月生まれ

５月26日（水）花巻保健センター 12：45～13：15 平成29年12月１日～15日生まれ

６月４日（金）東和保健センター 12：45～13：00 平成29年11月生まれ

離乳食教室
実施日 会場 受付時間 対象

５月11日（火）大迫保健福祉センター 12：30～12：45 ２年12月～３年１月生まれ

５月17日（月）花巻保健センター
 9:00～ 9:15 ２年12月１日～９日生まれ

10：15～10：30 ２年12月10日～15日生まれ

５月28日（金）石鳥谷保健センター  9：00～ 9：15 ２年12月～３年１月生まれ

５月31日（月）花巻保健センター
 9：00～ 9：15 ２年12月16日～20日生まれ

10:15～10：30 ２年12月21日～31日生まれ

６月４日（金）東和保健センター 13：00～13：15 ３年１月生まれ

育児学級
実施日 会場 受付時間 対象

５月11日（火）大迫保健福祉センター 12：45～13：00 ２年５月～６月生まれ

５月20日（木）花巻保健センター  9：00～ 9：15 ２年６月１日～15日生まれ

５月28日（金）石鳥谷保健センター 10：30～10：45 ２年４月～５月生まれ

６月３日（木）花巻保健センター  9：00～ 9：15 ２年６月16日～30日生まれ

６月４日（金）東和保健センター 13:00～13：15 ２年６月生まれ

定例小児相談（予約制）
実施日 会場 相談時間 対象 予約先

５月10日（月）花巻保健センター  9：00～12：00 乳幼児 花巻保健センター

　新型コロナウイルス感染症予防のため、人数を調整しご案内していま

す。ご案内の日程で受けられない場合は、必ず事前に健康づくり課また

は各総合支所健康づくり窓口へ電話でご連絡ください。

■妊娠前相談（予約制）

　妊娠に関するさまざまな悩み

に、助産師や保健師が個別に対応

しサポートします。

【実施日】 月～金曜日（祝日を除く）

【時間】 ①午前９時～11時②午後

１時～４時 

【相談内容】 月経・排卵リズムの確

認、不妊に関する悩み、食生活や

ライフスタイルの見直しなど

【会場・予約先】 健康づくり課（花

巻保健センター）

■母子健康手帳交付（予約制）

【実施日】 月～金曜日（祝日を除く）

【受付時間】 午前９時～午後４時

30分

交付場所・予約先 備考

健康づくり課
（花巻保健センター）

予約なく来所の場
合は交付まで１時
間ほどかかります

大迫・石鳥谷・東和総
合支所
健康づくり窓口

予約者のみ

【問い合わせ・予約】 健康づくり

課、各総合支所健康づくり窓口

■あなたのこころは元気ですか

　「こころの体温計」

　本市では、「こころの体温計」サ

イトを開設しています。

　このサイトは、パソコンや携帯

電話を使ってストレス状況を簡単

にチェックできるシステムです。

日々のセルフチェックにぜひご活

用ください。

【ホームページ】 h t t p s : / /

fishbowlindex.jp/hanamaki/

【問い合わせ】 健康づくり課


