
平成３０年６月１１日現在

平成３０年度　被扶養者巡回（会場）健診　会場一覧

（実施期間　平成３０年７月１７日～平成３１年３月２０日）

　※健診予定日、健診会場は会館等の都合により変更となる場合があります。ご了承ください。

区市町村 健診予定日 会　場　名 住　　所

31年1月15日(火)

31年1月16日(水)

31年1月17日(木)

31年1月18日(金)

31年1月19日(土)

31年2月18日(月)

31年2月19日(火)

31年2月20日(水)

31年2月21日(木)

31年2月22日(金)

31年2月23日(土)

31年2月25日(月)

31年2月26日(火)

31年3月14日(木)

31年3月15日(金)

31年3月18日(月)

31年3月19日(火)

31年3月20日(水)

文京区 31年2月13日(水) 文京区勤労福祉会館 文京区本駒込4-35-15

台東区 31年2月21日(木) 台東区浅草公会堂 台東区浅草1-38-6

墨田区 30年7月17日(火) 墨田区立曳舟文化センター 墨田区京島1-38-11

江東区 31年2月18日(月) 江東区スポーツ会館 江東区北砂1-2-9

品川区 31年2月20日(水) ＴＯＣビル 品川区西五反田7-22-17

大田区 31年1月26日(土) 大田区産業プラザ 大田区南蒲田1-20-20

31年2月5日(火) 二子玉川庁舎 世田谷区玉川1-20-21

31年2月8日(金) 成城ホール 世田谷区成城6-2-1

31年2月12日(火) 世田谷区烏山区民センター 世田谷区南烏山6-2-19

31年2月14日(木) 世田谷区民会館 世田谷区世田谷4-21-27

杉並区 31年1月26日(土) セシオン杉並 杉並区梅里1-22-32

豊島区 31年1月24日(木) サンシャインシティ文化会館 豊島区東池袋3-1-4

荒川区 30年11月29日(木) サンパール荒川 荒川区荒川1-1-1

30年12月19日(水) 板橋区立グリーンホール 板橋区栄町36-1

31年1月29日(火) 板橋区立高島平区民館 板橋区高島平3-12-28

31年3月11日(月) 練馬産業会館 練馬区豊玉上2-23-10

31年3月13日(水) ホテルカデンツァ光が丘 練馬区高松5-8

足立区 31年1月25日(金) 足立区勤労福祉会館 足立区綾瀬1-34-7-102　綾瀬プルミエ内

葛飾区 31年1月30日(水) テクノプラザかつしか 葛飾区青戸7-2-1

東 京 都

板橋区

新宿区 西早稲田クリニック 新宿区西早稲田2-21-16

世田谷区

練馬区

医療法人社団あさひ会　西早稲田クリニック



区市町村 健診予定日 会　場　名 住　　所

30年11月22日(木) 小松川さくらホール 江戸川区小松川3丁目6番3号

31年2月9日(土) 江戸川区東部区民館 江戸川区東瑞江1-17-1

31年2月12日(火) 江戸川区総合文化センター 江戸川区中央4-14-1

31年2月16日(土) 江戸川区立葛西区民館 江戸川区中葛西３－１０－１

30年12月13日(木) 八王子市南大沢文化会館 八王子市南大沢2-27

31年1月15日(火)

31年1月22日(火)

31年1月18日(金)

31年1月21日(月)

31年1月29日(火)

三鷹市 31年2月15日(金) 三鷹市公会堂 三鷹市野崎1-1-1

府中市 30年11月14日(水) むさし府中商工会議所 府中市緑町3-5-2

31年2月13日(水)

31年2月26日(火)

日野市 31年2月1日(金) 日野市民会館 日野市神明1-12-1

国分寺市 31年2月8日(金) 国分寺市立いずみホール 国分寺市泉町3-36-12

東大和市 31年1月23日(水) 東大和市民会館 東大和市向原6-1

30年11月11日(日)

30年11月18日(日)

多摩市 31年1月16日(水) パルテノン多摩 多摩市落合2-35

西東京市 31年3月8日(金) 西東京市民会館 西東京市田無町4-15-11

31年1月17日(木) さいたま市民会館いわつき さいたま市岩槻区太田3-1-1

31年1月21日(月) 埼玉県建産連研修センター さいたま市南区鹿手袋4-1-7

31年1月30日(水) ラフレさいたま さいたま市中央区新都心3-2

31年2月6日(水) ＪＡ共済埼玉ビル さいたま市大宮区土手町1-2

31年2月2日(土)

31年2月20日(水)

熊谷市 30年8月20日(月) マロウドイン熊谷 熊谷市銀座1-64

川口市 30年12月7日(金) 青木会館 川口市青木3-3-1

行田市 30年9月29日(土) 行田市産業文化会館 行田市本丸2-20

30年11月10日(土)

30年11月21日(水)

30年11月30日(金)

30年12月1日(土)

30年11月5日(月)

30年11月12日(月)

30年11月19日(月)

30年11月26日(月)

加須市 31年2月7日(木) 市民プラザかぞ 加須市中央2-4-17

本庄市 30年9月19日(水) 本庄商工会議所 本庄市朝日町3-1-35

31年1月16日(水)

31年1月29日(火)

江戸川区

八王子市 オリンパスホール（新八王子
市民会館）

八王子市子安町4-7-1　サザンスカイ
タワー八王子4階

清瀬市 竹丘地域市民センター 清瀬市竹丘1-11-1

調布市グリーンホール 調布市小島町2-47-1調布市

立川市 立川グランドホテル 立川市曙町2-14-16

埼 玉 県

川越西文化会館（メルト） 川越市鯨井1556-1

春日部市 ふれあいキューブ 春日部市南1-1-7

飯能市

所沢市 所沢市民文化センター 所沢市並木1-9-1

マロウドイン飯能 飯能市双柳105-8

さいたま市

川越市

医療法人社団あさひ会　西早稲田クリニック



区市町村 健診予定日 会　場　名 住　　所

31年1月19日(土)

31年1月22日(火)

31年1月25日(金)

31年1月30日(水)

鴻巣市 30年9月21日(金) クレアこうのす 鴻巣市中央29-1

30年7月23日(月)

30年8月29日(水)

30年9月26日(水)

上尾市 31年3月5日(火) 上尾市文化センター 上尾市二ツ宮750

31年1月20日(日) 草加市瀬崎コミュニティセンター 草加市瀬崎6-6-22

31年1月27日(日) 草加市八幡コミュニティセンター 草加市八幡町259

30年12月4日(火)

30年12月5日(水)

30年12月19日(水)

30年12月20日(木)

蕨市 31年2月26日(火) 蕨市民会館 蕨市中央4-21-29

31年2月6日(水)

31年2月7日(木)

31年2月21日(木)

31年2月22日(金)

30年12月11日(火)

30年12月21日(金)

新座市 30年12月20日(木) 新座市民会館 新座市野火止1-1-2

31年1月19日(土)

31年1月31日(木)

北本市 31年2月22日(金) 北本市文化センター 北本市本町1-2-1

八潮市 30年12月12日(水) 八潮市民文化会館（八潮メセナ） 八潮市中央1-10-1

三郷市 31年2月27日(水) 三郷市文化会館 三郷市早稲田5-4-1

坂戸市 31年2月14日(木) 坂戸市ワークプラザ 坂戸市大字石井2327-5

幸手市 31年3月12日(火) アスカル幸手 幸手市大字平須賀2380-1

ふじみ野市 31年3月2日(土) ふじみ野市立産業文化センター ふじみ野市うれし野2-10-48

白岡市 30年12月10日(月) グリーンコア白岡 白岡市西10-9-2

30年12月4日(火) 千葉県文化会館 千葉市中央区市場町11-2

30年12月3日(月)

30年12月10日(月)

31年1月16日(水) 千葉市美浜文化ホール 千葉市美浜区真砂5-15-2

30年12月12日(水)

30年12月13日(木)

31年2月19日(火) 行徳文化ホール 市川市末広1-1-48

船橋市 30年11月26日(月) 船橋グランドホテル 船橋市本町7-11-1

30年11月9日(金) 松戸市森のホール２１ 松戸市千駄堀646-4

31年1月18日(金) 松戸市常盤平市民センター 松戸市常盤平3-30

越谷市南越谷1-2876-1

朝霞市 朝霞市民会館 朝霞市本町1-26-1

深谷市西島町1-1-13

狭山市 狭山市市民会館 狭山市入間川2-33-1

草加市

久喜市大字下早見140番地

入間市 入間市市民会館 入間市豊岡3-10-10

越谷市

久喜市 久喜総合文化会館

深谷市 埼玉グランドホテル深谷

サンシティホール

千 葉 県

市川市
市川市文化会館 市川市大和田1-1-5

松戸市

千葉市 ヴェルシオーネ若潮 千葉市美浜区高洲3-8-5

医療法人社団あさひ会　西早稲田クリニック



区市町村 健診予定日 会　場　名 住　　所

野田市 30年12月2日(日) さわやかワークのだ 野田市中根323-3

茂原市 31年2月6日(水) 茂原市総合市民センター 茂原市町保13-20

成田市 30年12月15日(土) 成田国際文化会館 成田市土屋303

東金市 31年3月12日(火) 東金文化会館 東金市八坂台1-2107-3

習志野市 31年1月22日(火) 習志野市民会館 習志野市本大久保3-8-20

31年2月4日(月)

31年2月18日(月)

市原市 30年11月28日(水) 市原マリンホテル 市原市五井中央西2-22-8

30年9月14日(金) 流山市文化会館 流山市加1-16-2

30年11月30日(金) 流山市生涯学習センター 流山市中110

八千代市 30年11月29日(木) 八千代台文化センター 八千代市八千代台西1-8

我孫子市 31年2月8日(金) 千葉県福祉ふれあいプラザ 我孫子市本町3-1-2（けやきプラザ内）

浦安市 31年1月15日(火) 浦安商工会議所 浦安市猫実1-19-36

四街道市 31年2月5日(火) 四街道市文化センター 四街道市大日396

印西市 31年3月6日(水) ホテルマークワンＣＮＴ 印西市中央南1-10

30年12月11日(火)

31年3月6日(水)

31年3月15日(金)

31年3月13日(水) 横浜市金沢産業振興センター 横浜市金沢区福浦1-5-2

31年1月17日(木)

31年1月25日(金)

31年1月28日(月)

30年11月7日(水) フォーラム(男女共同参画センター横浜) 横浜市戸塚区上倉田町435-1

30年11月17日(土) かながわ平和祈念館 横浜市港南区大久保1-8-10

30年11月2日(金)

30年11月16日(金)

30年11月10日(土) メロンディアあざみ野 横浜市青葉区新石川1-1-9

31年2月4日(月) 川崎市産業振興会館 川崎市幸区堀川町66番地20

31年2月13日(水) 川崎市男女共同参画センター（すくらむ２１） 川崎市高津区溝口2-20-1

31年2月19日(火) 川崎市宮前市民館（宮前文化センター） 川崎市宮前区宮前平2-20-4

30年12月6日(木)

30年12月18日(火)

31年3月1日(金)

31年3月14日(木)

31年2月5日(火)

31年2月22日(金)

31年3月4日(月)

31年3月5日(火)

藤沢市 31年2月1日(金) 藤沢市民会館 藤沢市鵠沼東8-1

茅ヶ崎市 31年3月10日(日) 茅ヶ崎市商工会議所 茅ヶ崎市新栄町13-29

秦野市 31年2月15日(金) 秦野商工会議所 秦野市平沢2550-1

厚木市 31年2月7日(木) プロミティあつぎ 厚木市中町4-16-21

流山市

神 奈 川 県

柏市

ホテルモリノ新百合丘 川崎市麻生区上麻生1-1-1

相模原市 ホテルラポール千寿閣 相模原市南区上鶴間本町3-11-8

平塚市 神奈川県協同健保会館

横浜市

ワークピア横浜

ザ・クレストホテル柏 柏市末広町14-1

平塚市松風町6-1

横須賀市 横須賀市文化会館 横須賀市深田台50

横浜市中区山下町24-1

川崎市

地球市民かながわプラザ 横浜市栄区小菅ｹ谷1-2-1

新横浜グレイスホテル 横浜市港北区新横浜3-6-15

医療法人社団あさひ会　西早稲田クリニック



区市町村 健診予定日 会　場　名 住　　所

海老名市 30年12月12日(水) オークラフロンティアホテル海老名 海老名市中央2-9-50

綾瀬市 30年11月28日(水) 綾瀬市文化会館 綾瀬市深谷3838

30年8月29日(水)

31年3月8日(金)

土浦市 31年2月15日(金) グリーンコア土浦 土浦市港町1-8-26

30年8月20日(月)

31年2月18日(月)

石岡市 31年3月1日(金) 石岡市民会館 石岡市総社1-2-5

龍ケ崎市 31年1月18日(金) 龍ヶ崎市文化会館 龍ヶ崎市馴馬町2612

北茨木市 30年9月26日(水) 北茨城商工会館 北茨城市磯原本町1-3-9

取手市 31年1月24日(木) 取手市立福祉会館 取手市東1-1-5

牛久市 31年1月15日(火) 牛久市中央生涯学習センター 牛久市柏田町1606-1

つくば市 31年3月7日(木) つくば国際会議場（エポカルつくば） つくば市竹園2-20-3

守谷市 31年1月19日(土) 守谷市文化会館 守谷市久保ヶ丘1-19-2

スペースＵ古河 古河市長谷町38-18

茨 城 県

古河市

水戸市 水戸市宮町1-6-1ホテルレイクビュー水戸

医療法人社団あさひ会　西早稲田クリニック


