
【ご注意】

　新型コロナウイルスの影響により健診会場（会館等の施設）の利用が不可となる場合がございます。

その際は、会場健診の開催ができませんので予めご了承願います。

　また、申込み数少数の場合も会場健診の開催ができませんので予めご了承願います。

2020年度

近畿地区巡回型健診会場一覧表

医療法人 厚生会

〒５９７－００８１

大阪府貝塚市麻生中９０７－１

ＴＥＬ ０７２－４２６－３９０１

ＦＡＸ ０７２－４２６－３９１５



※ 変更になっている場合や、すでに予約が埋まっている場合がございます。また、お申込数により会場開催が出来ない場合がございます。その場合は、必ず事前（約1ヶ月前まで）にご連絡させていただきます。

都道府県 会場コード 実施日 曜日 受付時間 会場名 市町村 住所 アクセス

201021 09月26日 土 09:30-12:00 大津市民会館 大津市 島の関14-1 京阪「島ノ関駅」徒歩約3分

201004 09月05日 土 09:30-12:00 ひこね燦ぱれす 彦根市 小泉町648-3 JR「南彦根駅」徒歩8分

201027 10月17日 土 09:30-12:00 草津市立サンサンホール 草津市 大路2-11-51 JR「草津駅」徒歩約10分

京都府 201014 09月02日 水 09:30-12:00 京都テルサ 京都市 南区東九条下殿田町70 地下鉄「九条駅」4番出口徒歩約5分

201002 08月28日 金 09:30-12:00 松下IMPビル 大阪市 中央区城見1-3-7 松下ＩＭＰビル２Ｆ 地下鉄「大阪ビジネスパーク駅」徒歩約1分

201028 10月20日 火 09:30-12:00 大阪国際交流センター 大阪市 天王寺区上本町8-2-6 近鉄「大阪上本町駅」徒歩約9分

201037 11月13日 金 09:30-12:00 千里阪急ホテル 豊中市 新千里東町2-1 地下鉄御堂筋線「千里中央駅」徒歩5分

201033 11月09日 月 09:30-12:00 高槻商工会議所 高槻市 大手町3-46 阪急「高槻市駅」徒歩10分

201005 08月31日 月 09:30-12:00 守口文化センター 守口市 河原町8-22 京阪「守口市駅」徒歩約5分

201016 09月08日 火 09:30-12:00 枚方市市民会館 枚方市 岡東町8-33 京阪「枚方市駅」徒歩約4分

201040 12月02日 水 09:30-12:00 枚方市市民会館 枚方市 岡東町8-33 京阪「枚方市駅」徒歩約4分

201034 11月07日 土 09:30-12:00 Uコミュニティホテル 東大阪市 御厨栄町1-3-30 近鉄「河内小阪駅」徒歩約7分

201043 12月07日 月 09:30-12:00 八尾市総合体育館 八尾市 青山町3-5-24 近鉄「高安駅」・「河内山本駅」徒歩約15分

201020 09月26日 土 09:30-12:00 富田林市民会館 富田林市 粟ケ池町2969-5 近鉄「貴志駅」徒歩約7分

201003 10月01日 木 09:30-12:00 堺市産業振興センター 堺市 北区長曾根町183-5 南海・地下鉄「中百舌鳥駅」徒歩約4分

201042 12月05日 土 09:30-12:00 堺市産業振興センター 堺市 北区長曾根町183-5 南海・地下鉄「中百舌鳥駅」徒歩約4分

201035 11月11日 水 09:30-12:00 臨海スポーツセンター 高石市 高師浜丁6-1 南海「高師浜駅」徒歩約7分

201008 08月06日 木 09:30-12:00 ゆう・ゆうプラザ 和泉市 伯太町六丁目1番20号 JR「信太山駅」徒歩3分

201007 08月05日 水 09:30-12:00 浪切ホール 岸和田市 港緑町1-1 南海「岸和田駅」徒歩約15分

201044 12月09日 水 09:30-12:00 浪切ホール 岸和田市 港緑町1-1 南海「岸和田駅」徒歩約15分

201023 10月06日 火 09:30-12:00 泉の森ホール 泉佐野市 市場東1-295-1 南海「泉佐野駅」・JR「熊取駅」ﾊﾞｽ約5分

201006 09月19日 土 09:30-12:00 サニーストンホテル 吹田市 広芝町10-3 「江坂駅」徒歩1分

201017 09月15日 火 09:30-12:00 兵庫県民会館 神戸市 中央区下山手通4-16-3 地下鉄「県庁前駅」徒歩約1分

201001 08月29日 土 10:00-13:00 西神南セリオホール 神戸市 西区井吹台東町1-1 地下鉄「西神南駅」徒歩約3分

201019 09月25日 金 10:00-13:00 西神南セリオホール 神戸市 西区井吹台東町1-1 地下鉄「西神南駅」徒歩約3分

201031 10月28日 水 09:30-12:00 西宮市民会館 西宮市 六湛寺町10-11 阪神「西宮駅」徒歩約3分

201024 10月07日 水 09:30-11:00 いたみホール 伊丹市 宮ノ前1-1-3 阪急「伊丹駅」徒歩約3分

201025 10月13日 火 10:00-13:00 宝塚文化創造館 宝塚市 武庫川町6-12 JR/阪急「宝塚駅」下車徒歩15分　

201041 12月15日 火 10:00-13:00 宝塚文化創造館 宝塚市 武庫川町6-12 JR/阪急「宝塚駅」下車徒歩15分　

201029 10月23日 金 09:30-12:00 キセラ川西プラザ 川西市 火打１丁目１２番１６号 能勢電鉄「絹延橋駅」徒歩約15分

201022 10月03日 土 09:30-12:30 三田市総合文化センター 三田市 天神1丁目3番1号 JR宝塚線・神戸電鉄「三田駅」徒歩約12分

201038 11月21日 土 10:00-12:00 姫路商工会議所 姫路市 下寺町43 JR「京口駅」徒歩約10分

201032 11月05日 木 09:30-12:00 あぼしまち交流館 姫路市 網干区余子浜12 山陽電鉄「山電網干駅」徒歩約7分

201026 10月22日 木 10:00-12:00 加古川市民会館 加古川市 加古川町北在家2000 JR「加古川駅」徒歩約20分

201018 09月24日 木 09:30-12:00 せせらぎホール 生駒市 小瀬町18 近鉄「南生駒駅」徒歩約5分

201009 08月06日 木 09:30-12:00 なら100年会館 奈良市 三条宮前町7-1 JR「奈良駅」徒歩約3分

201030 10月24日 土 09:30-12:00 なら100年会館 奈良市 三条宮前町7-1 JR「奈良駅」徒歩約3分

201011 08月21日 金 09:30-12:00 橿原市商工経済会館 橿原市 久米町652-2 近鉄「橿原神宮前駅」徒歩約2分

滋賀県

大阪府

兵庫県

奈良県


