▲

受診方法 下
 記の指定医療機関に直接予約し、受診し
てください。
受診時に持っていくもの
・健康保険証
・無料クーポン券（対象者のみ）
※クーポン券は６月下旬に送付します。
受診時の注意事項
受診の際は、自宅での検温や来院時のマスク着用な
どの感染予防対策を行った上で受診するようお願いし
ます。

▲

２．子宮頸がん・乳がん検診
対 象 者 ・子宮頸がん検診 五
 城目町に住所がある
20歳以上の女性
・乳がん検診
五 城目町に住所がある
40歳以上の女性
実施期間 ８月～令和３年２月
検診料金 1
 ,000円（無料クーポン券対象者は、クー
ポン券を持参で無料）
※無料対象者は、今年度内に次の年齢になる方
・子宮頸がん検診 21歳、31歳、33歳、35歳
・乳がん検診
41歳、43歳、45歳

▲
▲


▲ ▲

▲

町では、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、 指定医療機関での個別健診
８月と９月に実施予定としていた早朝健診（特定健診、 １．特定健診、後期高齢者健診
後期高齢者健診、胃がん検診、大腸がん検診、胸部検診、
対 象 者
前立腺がん検診、肝炎ウイルス検診、ピロリ菌抗体検査）
・特定健診 五城目町国民健康保険に加入し、今年度
と、子宮頸がん・乳がんの集団方式による検診を中止と
内で40歳以上の方
します。
・後期高齢者健診 五城目町後期高齢者保険に加入し
受診予定であった皆様にはご不便をおかけしますが、
ている方
ご理解とご協力をお願いします。
実施期間 ７月～12月
なお、特定健診、後期高齢者健診、子宮頸がん検診、
健診料金 無料
乳がん検診については、７月から医療機関で個別に受診
受診方法 下記の指定医療機関に直接予約し、受診し
することが可能ですが、今後の新型コロナウイルス感染
てください。
拡大状況によっては年度途中で変更となる場合がありま
受診時に持っていくもの
すのでご了承ください。
・受診券（対象者には６月下旬に送付します）
11月下旬に実施予定の日曜健診については、現時点
・健康保険証
で実施を未定としています。実施の有無については、町 ※「受診券」と「健康保険証」を忘れた場合は受診でき
広報10月号や町ホームページ等でお知らせします。
ませんので、必ずお持ちください。
受診時の注意事項
受診の際は、自宅での検温や来院時のマスク着用な
どの感染予防対策を行った上で受診するようお願いし
ます。
▲ ▲ ▲
▲

⃝子宮頸がん検診と乳がん検診がセットで受診できる医療機関
秋田厚生医療センター（秋田市）
☎880・3013
能代厚生医療センター（能代市） ☎0185・52・3111
ＪＣＨＯ秋田病院（能代市）
☎0185・52・3271
秋田赤十字病院（秋田市、１月と２月限定）
☎829・5220
⃝子宮頸がん検診のみ受診できる医療機関
中 通 総 合 病 院（秋田市）
☎833・1122
清水産婦人科クリニック（秋田市）
☎893・5655
みゆきレディースクリニック（秋田市） ☎884・7088
あきたレディースクリニック安田（秋田市） ☎857・4055
並 木 ク リ ニ ッ ク（秋田市）
☎846・1231
御野場たなかレディースクリニック（秋田市）☎874・8100
はりう産婦人科・内科クリニック（秋田市）☎832・6663
川
原
医
院（秋田市）
☎833・4868

山王レディースクリニック（秋田市）
☎862・2110
（秋田市）
市立秋田総合病院
☎823・4171
藤盛レイディーズクリニック（秋田市） ☎884・3939
土崎レディースクリニック（秋田市）
☎880・1565
かおりレディースクリニック（秋田市） ☎866・8352
関口レディースクリニック（能代市） ☎0185・53・5121
たかはしレディースクリニック（能代市） ☎0185・55・0033
成 田 産 婦 人 科 医 院（能代市）
☎0185・52・3317
⃝乳がん検診のみ受診できる医療機関
藤 原 記 念 病 院（潟上市）
☎878・3131
あきた駅前内科外科クリニック（秋田市） ☎837・6500
はしづめクリニック（秋田市）
☎883・3388
（秋田市）
いなば御所野乳腺クリニック
☎838・1785

お問い合わせ 町健康福祉課（☎852・5180）

▲

⃝男鹿市・潟上市・南秋田郡の指定医療機関
笹尾医院（五城目町）
☎852・2042
千葉内科医院（五城目町）
☎852・2235
ささき内科クリニック（五城目町）
☎855・1182
湖東厚生病院（八郎潟町）
☎875・2100
児玉内科医院（八郎潟町）
☎854・4100
小玉医院（潟上市）
☎877・2040
佐々木医院（潟上市）
☎877・2355
（潟上市）
神田医院
☎877・2004
杉山病院（潟上市）
☎877・6141
（潟上市）
せきクリニック
☎872・4088
藤原記念病院（潟上市）
☎878・3131
（潟上市）
あいざわ胃腸科クリニック
☎877・6688
ハートインクリニック（潟上市）
☎855・5510
南秋田整形外科医院（潟上市）
☎877・7112
斎藤整形外科（潟上市）
☎870・4188
出戸診療所（潟上市）
☎878・7710
井川町診療所（井川町）
☎874・2215
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大潟村診療所（大潟村）
☎0185・45・2333
（男鹿市）
加藤診療所
☎0185・22・2001
男鹿みなと市民病院（男鹿市）
☎0185・23・2221
たむら船越クリニック（男鹿市） ☎0185・22・6789
香曽我部医院（男鹿市）
☎0185・46・3313
佐藤医院（男鹿市）
☎0185・46・3013
長沼医院（男鹿市）
☎0185・35・3215
長谷川医院（男鹿市）
☎0185・24・5151
（男鹿市）
ふるやファミリークリニック
☎0185・22・2220
鹿嶋医院（男鹿市）
☎0185・33・2035
（男鹿市）
脇本クリニック
☎0185・25・2212
よしだ内科クリニック（男鹿市） ☎0185・22・6060
※秋田市内等の指定医療機関は、町ホームページに掲
載しています。町ホームページは、https://www.
town.gojome.akita.jp/boshi/1281.html
または、右のQ Rコードからご覧になれ
ます。

子育て支援センター「こどもの木」では、
対象年齢を従来の未就園児から就学前幼児
へと拡大し、保護者同伴でのこども園１号
認定児の午後の受け入れをスタートしてい
ます。どうぞご利用ください。
▶利用時間 月曜日〜金曜日
（祝日を除く）
午前10時～正午
午後１時30分～午後３時
※新型コロナウイルス感染症対策として、
利用時間を変更しています。
◉６月のわんパーク
▶６月 9日㈫ 工作しましょ！
（講師：ものかたり 小熊）
▶６月25日㈭ ６月生まれの誕生会
ベビーマッサージ①
※参加の場合は、事前に下記までご連絡を
お願いします。
※９日㈫は、保護者のみの参加も受け付け
ます。

お問い合わせ もりやまこども園内
こどもの木（☎852・3805）

22日㈪
対象

■ 健
診 ■
乳児健康診査（４・７・10か月児）

令和元年７月15日〜８月生まれ、
令和元年10・11月生まれ

令和２年１月15日〜２月生まれ

受付 12時45分〜13時15分

場所 役場1階保健室

25日㈭ １歳６か月児健康診査
対象 平成30年９月〜11月生まれ
受付 12時45分〜13時15分

場所 役場1階保健室

■ そ の 他 ■
９日・23日（第2・第4火曜日） 母子健康手帳・子育て支援クーポン券の交付

受付 ９時〜15時
場所 健康福祉課
※指定日以外で交付を希望される方は、
事前にご連絡ください。

19日㈮ １歳児健康相談

対象 平成31年３月〜令和元年５月生まれ
受付 10時〜10時30分
場所 役場1階保健室

町健康福祉課（☎852・5180）
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