
愛仁会総合健康センター
お問合せ先☎ 072-692-9281

072-692-9280

健診機関

予約先
ＦＡＸ番号

申込期限
令和２年１１月２５日（水）１５時まで
※お申し込みは先着順です。あらかじめご了承願います。

（定員に達した時点で受付は終了となります。）

健診当日までの流れ

①申込用紙に記入

申込用紙の太枠内を全てご記入願います。

※「電話番号」は必ずご記入いただきますようお願い致します。
後日、ご記入の「電話番号」にご予約の状況についてのご連絡をさせて頂きます。
その際に、オプション検査のご希望もお伺い致します。

②ＦＡＸにて健診の申込

申込用紙を健診機関にＦＡＸにてお申し込み願います。

※ご自宅にＦＡＸが無い場合は、お手数ですがお近くのコンビニエンスストアなどから

ＦＡＸしていただきますようお願い致します。

③健診機関から予約確認の連絡
申込期間終了後、ご記入の「電話番号」もしくは「文書」にて、
ご予約の状況についてのご連絡をさせて頂きます。

※登録番号以外の着信拒否の設定をされている方は、

TEL : 072-692-9281 が着信できますよう、設定のご変更をお願い致します。

④受診案内

健診日のおおむね１週間前までに、健診機関よりご案内や
検査キットが届きます。

⑤健診受診

当日は健診機関からのご案内に沿って、保険証・受診券（セット券）・
自己負担金などをお持ちいただきますよう、お願い致します。



愛仁会総合健康センター
お問合せ先☎ 072-692-9281

令和２年度健診実施予定一覧

健診機関

会場名 住所 実施予定日

愛仁会看護助産専門学校
〒569-1115
高槻市古曽部町１丁目３番３３号 令和３年２月２７日（土）

◆◆◆ 健診機関からのお願い ◆◆◆

※協会けんぽ加入の４０歳～７４歳までの被扶養者（ご家族）様用の
健康診断です。
また、健診当日までに、健康保険の加入から外れる場合は、受診すること
ができません。

※お申し込みは先着順となります。あらかじめご了承願います。
（定員に達した時点で受付は終了となります。
ＦＡＸを送信頂いていても、ご受診出来ない場合がございます。）

※受診前１０時間は糖分を含む食べ物（コーヒー・ジュース等も含む）は摂ら
ないよう、お願い致します。

※健診当日にご来場されない場合は、キャンセルといたしますので、事前連絡は
必要ございません。

※当日、会場には駐車場がありませんので、公共交通機関でお越しください。

※国内での新型コロナウイルスの感染状況等をふまえて、急遽、健診が
中止になる場合がございます。あらかじめご了承願います。

オプション検査（有料）

以下の検査は、有料で受診が可能です。受診を希望される方は健診機関から予約確認の
ご連絡をさせて頂く際に、ご希望の旨をお伝えいただきますようお願い致します。

▼各項目 １,０００円 （２項目受診の場合：２,０００円）
※現金でのご用意をお願い致します。クレジットカード・その他のご使用は出来ませんので、ご了承願います。

検査項目 検査内容 費用

心電図検査 不整脈や狭心症などの心臓にかかわる病気を調べます。 １,０００円

眼底検査
（片目）

眼底カメラで瞳孔から網膜を撮影し、眼底の血管を調べます。
糖尿病による目の病気や動脈硬化の状態を知ることができます。

１,０００円



【申込から受診までの流れ】

　【注意事項】

・健診当日までに、健康保険の加入から外れる場合は、受診できません。

・保険証の番号等が変更になった方は、健診当日の受付にて申し出てください。

・お子様の同伴は可能ですが保育施設はございません。

一翠会千里中央健診センター 集団健診

予約FAX：06-6923-5558

申込期限 ※健診日より約1ヶ月前
※申込人数によっては日程のご希望に添えない場合がありますのでご了承ください。

★ご自宅にFAXが無い場合は、お手数ですがコンビニのFAX機能のついたコピー機からお送りくださいますようお
願い致します。
当会からの連絡は全て電話で致しますので、日中ご連絡のつく電話番号を必ず記載の上申し込みをお願い致しま
す。

自己負担金額 無料　※今回は心電図・眼底のオプション検査はありません。

申込方法

1枚目の申込書を記入し、（医）一翠会にFAXしてください。

※各健診日程の受診上限人数を超えた場合は別日程でご案内のご連絡を致します。

※FAXできない場合やお問い合わせ等は、当会にお願いします。

　　　　　　　【お問合せ】 　　 医療法人　一翠会　法人本部
　　　　　　　TEL：06-6923-5516　ＦＡＸ：06-6923-5558　（平日9時～17時）

1.健診申込

2.受診案内

3.健診受診

4.健診結果 健診日より約3週間後に送付致します（連休がある場合は1ヵ月以内）。

申込書の太枠内（住所・電話番号・健診日など）を記入し、一翠会に受診の予約（FAX）をし
てください。ＦＡＸを確認後、一翠会から健診日の確認と受付時間のご連絡を致します。
※各健診日程の受診上限人数を超えた場合は別日程でご案内のご連絡を致します。（協
会けんぽからの連絡はありません。）

一翠会より、健診日の約2週間前までに受診票と検査キット等が届きます。
※健診日の1週間前までに届いていない場合はご連絡ください。

健診当日に、ご自宅で尿容器に採取してからお越しください。生理中でも検査はできますの
で必ず採取してください（必須項目です）。
受診票・検査キット・保険証・受診券などお持ちください。

・発熱や体調面等で不安のある方は無理をなさらず、受診を控えてください。

・受診当日に会場で発熱等の症状が確認された場合は受診をご遠慮いただくことがあります。

・密集を避けるため受付時間を割り振っておりますので、ご協力をお願い致します。

・感染防止･予防のため受診の際にはマスクの着用をお願い致します。









【申込手順】 ※要 事前申込

予約先：京都工場保健会
☎ ０５７０－０７－１２９０
(平日 ９：３０～１６：００)

一般財団法人 京都工場保健会
おかげさまで８０周年

申込期限→希望日の２週間前まで

１．日程を選択
次ページより希望日程･会場を選択し電話にてご予約ください。

２．予約
ご予約の際は健康保険証をお手元にご用意ください。

３．健診備品 到着
受診の約１０日前に問診票･尿検査容器をお届けします。

４．健診受診
受診券･健康保険証･健診備品 持参のうえご来場ください。
当日の絶食制限はございません。
また、健診会場では新型コロナウイルス感染拡大防止対策として
検温･機材消毒などに取り組んでおります。なお、当日はマスク着用
となりますので、ご自身でご持参ください。



有料オプション検査
心電図検査 ：1,000円（税込）
眼底検査（片眼） ：1,000円（税込）
※受診希望の場合、予約時にお申し出ください
※費用は健診当日にお支払いいただきます

会場名 健診日 曜日
郵便
番号

住所

イオンモール四條畷

2020年11月30日 月

575-0001 大阪府四條畷市砂4-3-22021年 1月28日 木

2021年 2月 2日 火

枚方市市民会館 2021年 1月12日 火 573-0032 大阪府枚方市岡東町8-33

いきいきランド交野 2021年 2月 4日 木 576-0065 大阪府交野市向井田2-5-1

ラブリーホール(河内長野市立文化会館) 2021年 1月29日 金 586-0016 大阪府河内長野市西代町12-49

堺市西文化会館ウェスティ 2021年 1月 26日 火 593-8324 大阪府堺市西区鳳東町6-600

【令和２年度健康診断予定一覧】

京都工場保健会では
下記検査を無料にて追加実施します！

・血液検査(貧血･腎機能･尿酸･HbA1c)
・骨健康度測定

※お申込みは不要となっております。

一般財団法人 京都工場保健会
おかげさまで８０周年

心電図検査とは？ 不整脈や狭心症などの心臓にかかわる病気を調べます。
眼底検査とは？ 糖尿病による目の病気などを調べます。

有料オプション検査
心電図検査 ：1,000円（税込）
眼底検査（片眼） ：1,000円（税込）
※受診希望の場合、予約時にお申し出ください
※費用は健診当日にお支払いいただきます

会場名 健診日 曜日
郵便
番号

住所

イオンモール四條畷

2020年11月30日 月

575-0001 大阪府四條畷市砂4-3-22021年 1月28日 木

2021年 2月 2日 火

枚方市市民会館 2021年 1月12日 火 573-0032 大阪府枚方市岡東町8-33

いきいきランド交野 2021年 2月 4日 木 576-0065 大阪府交野市向井田2-5-1

ラブリーホール(河内長野市立文化会館) 2021年 1月29日 金 586-0016 大阪府河内長野市西代町12-49

堺市西文化会館ウェスティ 2021年 1月 26日 火 593-8324 大阪府堺市西区鳳東町6-600

【令和２年度健康診断予定一覧】

京都工場保健会では
下記検査を無料にて追加実施します！

・血液検査(貧血･腎機能･尿酸･HbA1c)
・骨健康度測定

※お申込みは不要となっております。

一般財団法人 京都工場保健会
おかげさまで８０周年

心電図検査とは？ 不整脈や狭心症などの心臓にかかわる病気を調べます。
眼底検査とは？ 糖尿病による目の病気などを調べます。









〒533-0022 大阪市東淀川区菅原6丁目2番25号
TEL: 06-6379-6701 FAX: 06-7654-8275

● 阪急千里線淡路駅東口より
徒歩約10分

●おおさか東線JR淡路駅より
徒歩約8分

●タクシーのご利用は淡路駅
西口より

●大阪シティバス井高野車庫
行「菅原」 下車すぐ

＊当日、会場には駐車場がありませんので、公共交通機関でお越しください

■申込み方法

＊FAXにてお申込み下さい。FAX用紙は冊子にある用紙をお使いください。

問合わせ先 医療法人医誠会 医誠会病院
出張健診センター

9︓00～17︓00（月曜～土曜）予約受付時間

■令和2年度 特定健診 実施予定（実施医療機関︓医誠会病院）

会場名 住所 実施予定日 受付時間

吹田さんくす
ホール

吹田市朝日町1-401
TEL. 06-6382-7243

1月18日
（月）

10︓00

15︓00淀川区民
センター

大阪市淀川区野中南
2-1-5

TEL. 06-6304-9120
2月5日
（金）

URL︓http://www.is-dock.com / E-mail︓info@is-dock.com

�



医療法人 今村クリニック

OBP今村クリニック

保険証をお手元にご用意ください

①電話で予約する

（専用ダイヤル）06-4791-0077へお電話ください。

（平日9:00～17:00まで）

②FAXで予約する
同封されている申込書に記入し、（FAX)06-4791-0070
にお送りください。
（記載していただいた電話番号に後日お電話させていただきます。）

【集団健診情報】

場所 会場名 住所
池田市 池田市民文化会館 大阪府池田市天神1-7-1

箕面市 箕面文化・交流センター
大阪府箕面市箕面6-3-1
(みのおサンプラザ

１号館内）

摂津市
摂津市立

コミュニティプラザ
大阪府摂津市南千里丘

5-35

・健診会場について

【お申し込み方法】

※健診当日の詳しい案内については後日郵送させていただきます。



医療法人 今村クリニック

OBP今村クリニック

【その他の情報】

・実施日程について

場所 日程

池田市
2020年11月18日（水）・12月9日（水）・12月16日（水）
2021年1月13日（水）・2月12日（金）・3月24日（水）

箕面市
2020年11月4日（水）
2021年1月27日（水）・2月24日（水）

摂津市 2021年3月10日（水）

オプション検査をご用意しております！

当日に特定保健指導（無料）が可能です！

健康診断の結果に基づいて対象となった方に対し、当日に１人１人
のライフスタイルに合わせた生活習慣のサポートを行います！

特定保健指導に関して詳しくはこちらをご覧ください。→
（厚生労働省HPより）

※医師が必要と判断した場合は、心電図検査と眼底検査が無料となります。

《事前予約制》・心電図検査 ¥1,000
・眼底検査 ¥1,000
・腫瘍マーカー
（男性:前立腺がん 女性:卵巣がん） ¥3,000

【お問い合わせ】:06-4791-0077（平日9:00～17:00 )

（税込）

医療法人 今村クリニック

OBP今村クリニック

【その他の情報】

・実施日程について

場所 日程

池田市
2020年11月18日（水）・12月9日（水）・12月16日（水）
2021年1月13日（水）・2月12日（金）・3月24日（水）

箕面市
2020年11月4日（水）
2021年1月27日（水）・2月24日（水）

摂津市 2021年3月10日（水）

オプション検査をご用意しております！

当日に特定保健指導（無料）が可能です！

健康診断の結果に基づいて対象となった方に対し、当日に１人１人
のライフスタイルに合わせた生活習慣のサポートを行います！

特定保健指導に関して詳しくはこちらをご覧ください。→
（厚生労働省HPより）

※医師が必要と判断した場合は、心電図検査と眼底検査が無料となります。

《事前予約制》・心電図検査 ¥1,000
・眼底検査 ¥1,000
・腫瘍マーカー
（男性:前立腺がん 女性:卵巣がん） ¥3,000

【お問い合わせ】:06-4791-0077（平日9:00～17:00 )

（税込）







お電話でのお問い合わせは大変繋がりにくくなっております
可能な限りＦＡＸにてお申込くださいますようお願い申し上げます

ＦＡＸでのお申込ができない場合のみお電話での対応もいたします

０６－６９４３－１３０６
営業時間　８︓３０　～　１７︓３０

（ＦＡＸ受診後、順番にお電話いたしますのでお時間がかかる可能性がございます）

右ページからご都合のつく日程・会場をお選びください

同封のＦＡＸ申込用紙に必要事項をご記入ください

下記の申込期間内にＦＡＸをお送りください

ＦＡＸ送信後1週間前後で予約時間調整のお電話をさしあげます

調整ができましたら予約完了です

検査キット等は受診日の10日前には届くようお送りいたします

　予 約 申 込 期 間
　１０月２６日　～　１１月１３日

　　予約　　ＦＡＸ

　　０６－６９４３－１３１６

お 申 込 方 法



　TEL：06-6943-1306　

　FAX：06-6943-1316

　大阪市中央区内久宝寺町3-4-1

　TEL：06-6943-1306　

　FAX：06-6943-1316

　大阪市中央区内久宝寺町3-4-1



受付時間︓平日（月～金）9:00～16:00
※土・日・祝除く（冬季休業12/29～1/4)

0570-002-161
大阪府東大阪市鷹殿町７番4号

※お申込み開始直後は電話が大変込み合います。つながりにくくなる事が予想されますので、
日時をずらすなど混雑緩和へのご協力をお願いいたします。

お問い合わせ

「申し込み受付完了のお知らせ」が届く
お申込みから約２～3週間程で郵送にて日程確定のご案内をいたします。

http://www.keiseikai.or.jp/hmd/osaka-kyoukaikenpo

2

3

4

5

お申込み手順
1 会場日程をお選び下さい

会場によって申し込み期限が異なります。日程表にてご確認下さい。

予約する
同封のお申込み書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸでお申込み下さい。

ＦＡＸ︓072-982-5502（24時間対応）

先着順

受診案内が届く
受診の約10日前に、当院より問診票・検査キットを郵送いたします。
※受付時間は受診案内に記載しておりますのでご確認ください。
※当日、申込みいただける有料オプションの検査申込書を同封いたします。

受診する
ご予約の日時に□健康保険証□受診券□問診票□検査キットをご持参の上、
健診会場にお越し下さい。オプション検査をご希望の方は別途、検査費用もご用意
下さい。 ※現金のみ対応可。

※定員・申し込み期限が過ぎても追加でご案内させていただく事もございます。
詳しくは右に表示のQRコードよりアクセスの上、ご確認下さい。
（ＦＡＸ申し込み用紙や日程表もダウンロードいただけます）



集団健診会場 日程表及び会場一覧

・男性腫瘍マーカーセット（ＡＦＰ・ＣＥＡ・ＣＡ１９－９・ＰＳＡ） ７，０００円（税込）
・女性腫瘍マーカーセット（ＡＦＰ・ＣＥＡ・ＣＡ１９－９・ＣＡ１２５）７，０００円（税込）
※ＡＦＰ︓肝臓 ＣＥＡ︓消化器・肺・甲状腺 ＣＡ１９－９︓膵臓・胆のう
ＰＳＡ︓前立腺 ＣＡ１２５︓卵巣・子宮

・ＡＢＣ検査（胃がんリスク検査） ４，０００円（税込）

当日受けられるオプション検査

申し込み期間︓令和2年10月19日（月）～11月20日（金）
地区 会場名 日程 時間 住所

枚方市
ラポール枚方

（枚方市立総合福祉会館）
4F 大研修室

令和2年12月18日
（金）

10︓15～16︓00 枚方市新町
2-1-35

令和2年12月19日
（土）

令和2年12月26日
（土）

申し込み期間︓令和2年10月19日（月）～12月18日（金）
地区 会場名 日程 時間 住所

東大阪市 大阪府立中央図書館
2F 大会議室

令和3年1月27日
（水）

10︓00～16︓00 東大阪市荒本北
1-2-1令和3年1月29日

（金）

守口市 守口市文化センター
3F 研修室

令和3年2月8日
（月） 10︓00～16︓00 守口市河原町

8-22

八尾市
プリズムホール
（八尾市文化会館）

5F レセプションホール

令和3年2月26日
（金）

10︓00～16︓00 八尾市光町
2-40令和3年3月2日

（火）

大東市 大東市立市民会館
2F ホール

令和3年3月3日
（水）

10︓00～16︓00 大東市曙町
4-6令和3年3月8日

（月）

大阪狭山市
SAYAKAホール
（大阪狭山市文化会館）
B1F コンベンションホール

令和3年3月1日
（月） 10︓00～16︓00 大阪狭山市狭山

1-875-1

全会場で希望により、下記の有料のオプション検査を追加で受診いただけます。
当日、会場にてお申し込みください。







医療法人福慈会 福慈クリニック

予約先ＦＡＸ：０６－４９６３－３２０６

申込方法

① 同封の冊子のＦＡＸ用紙に必要事項を記入して頂き、上記の
予約先ＦＡＸ番号へ送信してください。

② 申込確認後、予約日時を調整しまして順次ご連絡させて頂き
ます。（申込みが混み合い、ご連絡までお時間を要すること
がございますので何卒ご容赦願います。）

③ 健診日の１０日前までに案内、検査容器等を申込用紙の住所
へご郵送させて頂きます。

【申込締切期限 令和２年１１月３０日迄】
※但し予約上限人数に達し次第、受付を終了とさせて頂きます。

《ＦＡＸをご利用出来ない場合》
電話で受付致しますので、保険証をお手元にご用意頂き下記番号
までお電話ください。
ＴＥＬ番号：０６－４９６３－３２０５
受付：8時～12時、13時～17時（土曜午後、日曜、祝日を除く）



会場番号 会場名 住所 実施予定日

① 大阪府立中央図書館 東大阪市荒本北1-2-1
２月１８日
２月１９日

② 柏原市民文化会館
リビエールホール

柏原市安堂町1-60
２月２４日
２月２５日

③ 阪南市立文化センター
サラダホール

阪南市尾崎町35-3
３月 ４日
３月 ５日

④ 国際障害者交流センター

ビッグ・アイ
堺市南区茶山台1-8-1

３月１５日
３月１６日

医療法人福慈会 福慈クリニック

令和２年度健診実施予定一覧

※前日は夜２２時以降飲食を控えてください。
※当日は少量の水を含む程度にしてください。
※当日会場には駐車場がありませんので、公共交通機関でおこしくだ
さい。
※当日は感染症拡大防止の為、必ずマスクをご着用ください。

『オプション検査について』
今回の特定健診と一緒に心電図検査や眼底検査、腫瘍マー
カー等も一緒にご受診頂けます。詳細は健診案内時にお知ら
せさせて頂きます。（お会計は当日現金でお願い致します）

新型コロナウイルス感染の影響で急遽健診が中止になる場合、事前に
ご連絡が間に合わない可能性がございます。
福慈会ホームページ（http://www.fukujikai.or.jp）にて随時お知らせ致し
ますのでお手数ですが事前にご確認をお願いします。











①日程選択

②予約申込

③受診案内

④健診受診

2020年度 小松病院 集団特定健診のご案内

協会けんぽ加入の40歳～74歳までの被扶養者（家族）様用の健康診断です。
特定健診を集団健診で希望される場合は、事前予約が必要です。
なお、お申込み多数の場合は先着順とさせていただきます。あらかじめご了承ください。

集団健診の日程をお決めいただき下記、FAXまたはお電話
にてお申し込みください。

①予約FAX︓072-823-3834（直通）
②予約TEL︓072-823-1521（代表）
小松病院 健康管理センター

※必ず集団特定健診予約と伝えてください。
※健康保険証をお手元にご用意ください。
お問合わせ時間
平日︓9︓00～18︓30／土︓9︓00～12︓00まで
申込期限
2020年11月30日（月）まで

受診約10日前までに、案内状をお送りいたします。

ご予約の日時に健康保険証、受診券、問診票、検査
キットを持参のうえ健診会場にお越しください。
オプション検査をお申し込みの場合、自己負担金も
ご用意ください。

今回の集団健診では
特定健診＋貧血検査を無料で実施可能です。

※ご注意ください
●健診日までに協会けんぽの被扶養者の資格がなくなった場合は受診できません。
例1︓被保険者様の退職などで協会けんぽの資格がなくなった場合
例2︓自身が就職されて健康保険証が切り替わった場合
例3︓受診日の前に75歳になる場合（被保険者が75歳になった場合も含む）
●特定健診は年度内に1度ご利用いただけます。誤って2度目の受診となりますと、
補助がないので全額実費負担となりますのでご注意ください。



2020年度健診実施予定一覧

会場
番号 会場名 住所 実施予定日

① 秦公民館 寝屋川市秦町8-6 1月12日
（火）

② 秦公民館 寝屋川市秦町8-6 1月13日
（水）

③ 秦公民館 寝屋川市秦町8-6 1月14日
（木）

受付時間︓8︓30～12︓30（30分単位／先着順）

オプション検査
以下の検査は、有料で受診が可能です。受診を希望される場合は申込時に
お申し出ください。▼各項目 1,000円（税込）
検査項目 検査内容 費用

心電図検査 不整脈や狭心症などの心臓にかかわる病気を調べます。 1,000円

眼底検査
（両眼）

眼底カメラで瞳孔から網膜を撮影し、眼底の血管を調べま
す。糖尿病による目の病気や動脈硬化の状態を知ることが
できます。（※当日の眼の状態により写真が不鮮明に映る
ことがございます。）

1,000円

医療法人協仁会 小松病院
健康管理センター

〒572-8567
大阪府寝屋川市川勝町8-2

TEL︓072-823-1521（代表）
FAX︓072-823-3834（直通）

詳細な健診（対象者のみ）
当日の健診結果などから、実施判定基準に該当された方は、医師が必要と判断し
た場合に、詳細な健診を無料で実施いたします。対象の方は当日ご案内させてい
ただきます。

※会場には駐車場（有料）はございますが台数に限りがございます。

健診にあたり
①当日はお茶・お水のみ可
②受診券がない場合、協会けんぽまでご連絡いた
だき、再発行の手続きを行ってください。
③当日、マスクの着用の徹底をお願いいたします。
④体温が37.5度以上ある場合、会場へのお越し
はご遠慮ください。



.

船員保険 大阪健康管理センター

予約先番号：06-6576-1007
※予約受付期間は、電話が大変込み合いますので下記のQRコードからお申し込みください

★健診機関QRコード（二次元ｺｰﾄﾞ）★

★お申込み方法★
① 保険証をお手元にご用意ください。

② QRコードを読み取り予約をしてください。

なお、電話でも受け付けております。

TEL：06-6576-1007

※平日朝9：00～17：00まで

★オプション検査★
～コロナ抗体検査始めました～

新型コロナウイルスは知らないうちに感染しているケースがありますので、す

でに新型コロナウイルス感染した可能性があるかどうか調べる検査です。自分

自身や周囲の方々を感染から守るために有効な検査といえますので、是非この

機会にお申込みされることをお勧めいたします。

検査費用：（健診併用)4,950円（税込) （単独実施）7,700円（税込）

※他にも、様々なオプション検査をご用意しておりますので

お気軽にお問い合わせください。
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会場名称 住所 11月 12月 1月 2月 3月

大阪駅前第３ビル 大阪市北区梅田１－１－３－１７Ｆ 25日 1日 12日・27日 1日

大阪府立体育会館 大阪市浪速区難波中３－４－３６ 9日・23日

松下ＩＭＰビル 大阪市中央区城見１－３－７－２Ｆ 7日 15日

大阪国際交流センター 大阪市天王寺区上本町８－２－６ 24日 18日

ＴＫＰガーデンシティ大阪梅田 大阪市福島区福島５－４－１ 12日

此花区民ホール 大阪市此花区四貫島１－１－１８ 6日

西淀川区民ホール 大阪市西淀川区御幣島３－１３－３ 14日

平野区画整理記念会館 大阪市東住吉区中野２丁目７－１６ 11日 ３日

海外産業育成協会(関西研修センター) 大阪市住吉区浅香１－７－５ ２日

豊中市ローズ文化ホール 豊中市野田町４－１ 14日 19日

池田市民文化会館 池田市天神１－７－１ 9日・26日 11日・21日

ﾎﾃﾙｸﾚｽﾄいばらき 茨木市松ケ本町１—８ 26日

アンシェルデ･マリアージュ 高槻市中川町１－９ 4日・23日 13日

守口文化センター 守口市河原町８－２２ ８日・22日 11日 24日

大阪府立門真スポーツセンター 門真市三ツ島３－７－１６ １日・22日 12日

大東市立市民会館 大東市曙町４－６ 11日

枚方市市民会館 枚方市岡東町８—３３ 26日
16日･17日

25日 6日 18日

寝屋川市民会館 寝屋川市秦町４１－１ 16日・22日

シティホテルニューコマンダー 寝屋川市木田町１７－４ 2日

交野市立総合体育館 交野市向井田２－５－１ 24日 7日・29日

大阪府立中央図書館（ﾗｲﾃｨﾎ-ﾙ） 東大阪市荒本北１－２－１ 3日・15日 17日

八尾市立総合体育館　 八尾市青山町３－５－２４ 15日・30日 3日

堺市産業振興センター 堺市北区長曽根町１８３番地５ 24日 28日 18日 ９日

国際障害者交流センター 堺市南区茶山台１－８－１ 6日 5日

ホテルリバティプラザ 堺市堺区翁橋１－１－１７ 25日

フェニーチェ堺 堺市堺区翁橋町２－１－１ 20日

ゆめニティプラザ 松原市上田３－６－１ 8日

松原商工会議所 松原市阿保１-２-３０ 19日

ＬＩＣはびきの 羽曳野市軽里１－１－１LICはびきの 7日

藤井寺市立市民総合会館 藤井寺市北岡１－２－８ 11日

河内長野市立文化会館 河内長野市西代町１２－４６ 24日

大阪狭山市文化会館 大阪狭山市狭山１－８７５－１ 9日

大阪府立臨海スポーツセンター 高石市高師浜丁６－１ 7日

泉大津市イーズホール 泉大津市東雲町１０－１１イーズビル 14日

和泉市立人権文化センター 和泉市伯太町６－１－２０ 8日 25日 25日

浪切ホール 岸和田市港緑町１－１ 2日・30日 24日 13日 22日 10日

柏原市民文化会館リビエールホール 柏原市安堂町1-60 21日

貝塚市民文化会館 貝塚市畠中１－１８－１ 15日 28日 ５日

泉の森ホール 泉佐野市市場東１－２９５－１ 23日 ７日

泉南市立市民体育館 泉南市樽井２－２６－１ 4日

阪南市立文化センター･サラダホール 阪南市尾崎町３５－３ 18日

大阪健康管理センター 大阪市港区築港1-8-22 実施日：月曜から金曜　土日は毎月1回
※毎週火曜はレディースデイ

船員保険 大阪健康管理センター
予約先FAX:06-6575-3877

【注意事項】

※当日、会場には駐車場が無い所もありますので、公共交通機関でお越しください。

※定員になり次第、予約を締め切らせていただきますので、ご了承ください。
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WEB http://rainbowhall.jp/

WEB http://www.karita-kinenkaikan.or.jp/

 


