
２０１９年度健康診査日程表（地区別） 別紙①

※受付時間は午前8時30分～午前11時までです。

※菊池養生園までの送迎バスがあります。下記集合時間・場所をご確認の上、ご利用ください。

下町 すずかけ台 9:00 すずかけ台中央公園前電鉄バス停

合志中央団地 日向 9:00 日向集会所前

油古閑 新迫 9:05 新迫集会所前

二子 新古閑 9:15 新古閑集会所前

原口 9:04 原口公民館道向かい 泉ヶ丘 9:00 泉ヶ丘公民館前

原口下 9:05 原口下レターバス停 南群

平島 9:07 平島レターバス停 沖野台

今町 杉並台 9:00 杉並台中央公園大通側入口前

乙丸 永江団地 9:03 永江中央公園記念碑側入口前

鹿水 9:07 みどり館玄関前 武蔵野台

栄温泉団地 ファーストプレイス合志

山下団地 すずかけ台 9:00 すずかけ台中央公園前電鉄バス停

栄住宅 黒石原

新栄温泉団地 陽光台

上庄（上） 9:00 うつのみや整骨院前 桜路

上庄（下） 9:02 記念碑前 桜和の丘

御領 9:00 御領公民館前 泉ヶ丘 9:02 泉ヶ丘公民館前

野付 9:02 野付天満宮前 武蔵野台

横町 ファーストプレイス合志

竹迫住宅 下群 9:00 酒井商店前

上町 9:02 花道前 上群 9:02 旧キッチンマツオカ前

　9:00 永江中央公園 記念碑側入口前 笹原 9:08 笹原公民館前

10:00 永江ふれあいセンター 西沖住宅 9:12 西沖住宅前

中林 9:00 中林公民館前 榎ノ本 9:00 佐野商店前

後川辺 9:03 後川辺スクールバス停

杉並台 9:00 杉並台中央公園大通側入口前 送迎バス１号車

永江団地 9:04 永江中央公園記念碑側入口前 送迎バス２号車

上古閑 9:00 上古閑公民館前

出分 9:02 出分公民館前

6/11
（火）

6/27
（木）

6/5
（水） 9:00 横町電鉄バス停

6/10
（月）

永江団地
ﾎﾟﾚｽﾀｰ光の森

6/4
（火）

6/26
（水）

9:00
泉ヶ丘体育館前

バス停

9:02 栄住宅スクールバス停

9:00 南ヶ丘小正門前

9:00

南ヶ丘小正門前

今町公民館前

6/19
（水） 9:00

黒石原コミュニティ

センター前

6/3
（月）

9:00 下町公民館前

6/17
（月） 9:00

栄温泉団地レターバス停

9:03 合志小学校前レターバス停

6/18
（火）

9:00

※会場での混雑を避けるため、なるべくお住まいの地区の健診日にお越しください。

　該当地区で受けられない場合は、健診期間内の都合の良い日に、直接、養生園へお越しください。

※下記の日程以外は、
11/5(火)、11/6(水)、11/7(木)、11/8(金)、11/11(月)、11/12(火)、11/13(水)、

3/2(月)、3/3(火)、3/4(水)、3/5(木)に行います。

実施月日 区　　名 集合時間

9:00

集合場所 実施月日 区　　名 集合時間 集合場所

南群コミュニティセンター

前

6/12
（水）
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西須屋団地 9:00 松永酒店前 新開

県営住宅 9:02 浄化センター前 みずき台

堀川 9:00 堀川公民館前 恵楓園

再春荘

辻 9:00 辻区公民館入口

上須屋東、南、中 9:00 成松内科医院前 東 9:03 東区記念碑前

黒石 9:00 黒石公民館（国道387号線沿い） 若原 9:00 若原公民館前

上須屋西1・2・3 9:00 成松内科医院前 生坪 9:00 生坪公民館前

東須屋 9:00 二条通コーポ原田前 弘生 9:03 弘生集落センター前

9:00 団地東レターバス停 江良 9:06 江良集落センター前

9:01 大塚薬局前 高木 9:10 高木タタミ工場前

芝原 御代志 9:00 西合志図書館前

南原住宅 上生 9:00 上生記念碑前

湯之端 城 9:03 城区公民館前

外園 北 9:05 （元）小森商店前

くぬぎヶ丘団地 南陽

9:00 団地東レターバス停 南須屋

9:01 大塚薬局前 榎ノ本

九州沖縄農研 9:03 九農研正門前 大池 9:00 大池神社前

本村 9:00 本村区構造改善センター前 東大池 9:05 元安武商店前

9:05 中央小前バス停 須屋 9:00 須屋市民センター入口

9:07 中尾区構造改善センター前 西須屋団地 9:03 松永商店前

9:00 団地東レターバス停 小池、辻久保 9:00 弁慶寿司前

9:01 大塚薬局前 灰塚 9:05 灰塚構造改善センター

黒松 9:00 黒松公民館前 上須屋 9:00 成松内科医院前

立割 ユトリック団地 9:00 ユトリック東公園 入口前

桑木鶴団地 木原野 9:03 木原野公民館入口

小合志 9:05
小合志

集落センター前
9:00 団地東レターバス停

合生住宅 9:07 合生住宅広場前 9:01 大塚薬局前

若原 9:00 若原公民館前

送迎バス１号車 御代志 9:02 西合志図書館前

送迎バス２号車

7/10
（水）

黒石団地、南、

北

7/21
（日）9:03

7/9
（火）

合生文化会館前

7/22
（月）

7/19
（金）

9:00
須屋市民センター

入口黒石団地、中

7/20
（土）

中尾

黒石団地

7/3
（水）

7/17
（水）

7/4
（木）

7/8
（月）

黒石団地

東、西

7/18
（木）

9:00
たにフーズ

（谷商店）前

9:05 野々島市民センター前

※会場での混雑を避けるため、なるべくお住まいの地区の健診日にお越しください。

　該当地区で受けられない場合は、健診期間内の都合の良い日に、直接、養生園へお越しください。

※下記の日程以外は、
11/5(火)、11/6(水)、11/7(木)、11/8(金)、11/11(月)、11/12(火)、11/13(水)、

3/2(月)、3/3(火)、3/4(水)、3/5(木)に行います。

実施月日 区　　名 集合時間 集合場所 実施月日 区　　名 集合時間 集合場所

9:00 新開公民館前

9:05 恵楓園正門前

7/1
（月）

7/2
（火）

須屋 9:00 須屋市民センター入口

7/11
（木）


