
巡回レディース健康診断 中止会場一覧 2020/6/9現在

都道府県名 市町村名 会場名 実施予定日
茨城県 つくば市 つくば国際会議場 2020/8/21
茨城県 水戸市 ザ・ヒロサワ・シティ会館（茨城県立県民文化センター） 2020/7/31
茨城県 ひたちなか市 ホテルクリスタルパレス 2020/8/6
群馬県 高崎市 高崎商工会議所 2020/7/29
群馬県 太田市 太田グランドホテル 2020/7/28
群馬県 前橋市 ホテル1-2-3　前橋マーキュリー 2020/8/5
埼玉県 さいたま市大宮区 JA共済埼玉ビル 2020/8/18
埼玉県 さいたま市大宮区 JA共済埼玉ビル 2020/8/31
埼玉県 川口市 川口総合文化センター　リリア 2020/7/16
埼玉県 川口市 川口総合文化センター　リリア 2020/8/3
埼玉県 川口市 川口総合文化センター　リリア 2020/8/27
埼玉県 行田市 行田市産業文化会館 2020/7/10
埼玉県 所沢市 所沢市民文化センター(ミューズ） 2020/8/18
埼玉県 三郷市 三郷市文化会館 2020/8/26
埼玉県 越谷市 サンシティーホール 2020/7/17
埼玉県 越谷市 ベルヴィ　ギャザホール 2020/8/27
埼玉県 さいたま市浦和区 彩の国すこやかプラザ 2020/8/13
埼玉県 朝霞市 朝霞市産業文化センター 2020/8/25
埼玉県 春日部市 ふれあいキューブ（春日部） 2020/8/29
埼玉県 所沢市 ベルヴィ　ザ・グラン 2020/7/16
埼玉県 川越市 ウェスタ川越 2020/8/25
千葉県 木更津市 木更津市民会館 2020/8/26
千葉県 船橋市 船橋グランドホテル 2020/7/16
千葉県 船橋市 船橋グランドホテル 2020/8/20
千葉県 千葉市中央区 京成ホテルミラマーレ 2020/7/20
千葉県 千葉市中央区 京成ホテルミラマーレ 2020/8/17
千葉県 千葉市中央区 京成ホテルミラマーレ 2020/8/27
千葉県 八千代市 八千代市市民会館 2020/7/18
千葉県 松戸市 森のホール21 2020/8/25
千葉県 習志野市 モリシアホール 2020/8/26
千葉県 千葉市美浜区 アパホテル＆リゾート幕張 2020/8/18
千葉県 柏市 柏市民文化会館 2020/7/15
千葉県 柏市 柏市民文化会館 2020/8/18
東京都 江東区 木材産業健康保険組合健保会館 2020/8/24
東京都 品川区 五反田TOC 2020/8/19
東京都 中野区 中野サンプラザ 2020/8/22
東京都 世田谷区 世田谷区民会館 2020/8/22
東京都 豊島区 サンシャインシティ文化会館 2020/7/17
東京都 豊島区 サンシャインシティ文化会館 2020/8/13
東京都 豊島区 サンシャインシティ文化会館 2020/8/28
東京都 練馬区 ホテルカデンツァ光が丘 2020/8/21
東京都 江戸川区 江戸川区総合文化センター 2020/8/5
東京都 八王子市 八王子労政会館 2020/8/17
東京都 町田市 ぽっぽ町田 2020/7/13
東京都 昭島市 フォレスト・イン昭和館 2020/8/21
東京都 新宿区 TKP新宿カンファレンスセンター 2020/7/17
東京都 立川市 ホテル日航立川　東京 2020/7/21
東京都 立川市 ホテル日航立川　東京 2020/8/12
東京都 立川市 ホテル日航立川　東京 2020/8/27
東京都 新宿区 TKP西新宿カンファレンスセンター 2020/8/11
東京都 新宿区 TKP西新宿カンファレンスセンター 2020/8/19
東京都 八王子市 八王子市南大沢文化会館 2020/7/14
神奈川県 横浜市西区 ホテルプラム 2020/7/15
神奈川県 横浜市西区 ホテルプラム 2020/8/14
神奈川県 横浜市西区 ホテルプラム 2020/8/28
神奈川県 川崎市宮前区 宮前市民館 2020/7/14
神奈川県 藤沢市 藤沢市民会館 2020/7/10
神奈川県 横須賀市 横須賀市文化会館 2020/8/27
神奈川県 相模原市緑区 サン・エールさがみはら 2020/8/31
神奈川県 海老名市 レンブラントホテル海老名 2020/7/20
神奈川県 海老名市 レンブラントホテル海老名 2020/8/25
神奈川県 川崎市幸区 川崎市産業振興会館 2020/8/26
神奈川県 川崎市麻生区 ホテルモリノ新百合丘 2020/7/21
神奈川県 川崎市麻生区 ホテルモリノ新百合丘 2020/8/18
神奈川県 相模原市南区 ホテルラポール千寿閣 2020/7/6
神奈川県 平塚市 平塚プレジール 2020/7/15
神奈川県 厚木市 レンブラントホテル厚木 2020/7/7
神奈川県 川崎市中原区 会館とどろき 2020/7/9
神奈川県 川崎市中原区 会館とどろき 2020/8/24
山梨県 甲府市 YCC県民文化ホール(山梨県立県民文化ホール) 2020/8/4
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島根県 松江市 島根県民会館 2020/9/4
岡山県 津山市 津山商工会議所 2020/8/5
広島県 呉市 呉市体育館 2020/8/28
広島県 廿日市市 安芸グランドホテル 2020/7/31
広島県 三原市 三原リージョンプラザ 2020/8/27
広島県 広島市 広島ダイヤモンドホテル 2020/7/22
広島県 広島市 広島県立広島産業会館 2020/8/22
広島県 広島市 広島県立広島産業会館 2020/9/26
広島県 広島市 広島県立広島産業会館 2020/7/16
広島県 広島市 広島県立広島産業会館 2020/8/7
広島県 呉市 呉市スポーツ会館 2020/7/30
広島県 呉市 呉市スポーツ会館 2020/8/28
広島県 福山市 みやび 2020/7/13
広島県 福山市 みやび 2020/8/26
広島県 福山市 みやび 2020/9/30
広島県 東広島市 下見福祉会館 2020/7/27
徳島県 徳島市 徳島グランヴィリオホテル 2020/8/21
香川県 丸亀市 オークラホテル丸亀 2020/8/17
香川県 高松市 サンメッセ香川 2020/7/20
香川県 高松市 サンメッセ香川 2020/8/24
香川県 高松市 サンメッセ香川 2020/9/28
愛媛県 伊予市 ウエルピア伊予 2020/8/20
愛媛県 伊予市 ウエルピア伊予 2020/9/24
愛媛県 松山市 アイテムえひめ 2020/7/29
愛媛県 松山市 アイテムえひめ 2020/8/31
愛媛県 松山市 アイテムえひめ 2020/9/25
高知県 高知市 高知ぢばさんセンター 2020/8/19
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