
■症状が軽い場合（19時～23時）

■日曜・祝日の日中（9時～17時）

当番病院一覧
中央 県立中央病院
上田一丁目4-1☎653-1151

日赤 盛岡赤十字病院
三本柳6-1-1☎637-3111

医大 岩手医科大学附属病院
内丸19-1☎651-5111
川久保 川久保病院
津志田26-30-1☎635-1305
※もりおかこども病院は4月か
ら小児救急入院受入当番病院で
はありません
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市夜間急患診療所市夜間急患診療所
（市保健所２階）（市保健所２階）

診療時間外に子どもの具合が悪くなったら…

休日救急当番医（3ページ参照）へ

4月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6
中央 川久保 医大 中央 日赤 医大

7 8 9 10 11 12 13
中央 医大 川久保 中央 医大 医大 中央
14 15 16 17 18 19 20
医大 中央 川久保 医大 中央 日赤 医大
21 22 23 24 25 26 27
中央 医大 日赤 医大 中央 医大 中央
28 29 30
日赤 医大 中央

市夜間急患診療所へ

小児救急入院受入当番病院へ

　日中の診療時間に受診できる人は、日中の時間内に受診しましょう。時間外
の受診が小児救急入院受入当番病院に集中すると、重症な子どもの治療に支障
を来す恐れがあります。

神明町3-29（市保健所2階）
☎654-1080、小児科・内科、年中無休

■症状が重い場合

症状が重く入院が必要と思われる子どもと、休日救急当番医や市夜間急患診
療所が診療していない時間帯に急病の子どもを受け入れます。夜間は17時か
ら翌朝9時までです。※土曜は13時（祝日の土曜は9時）から受け入れます。

市医師会ホームページでは、子どもの症状からみた医療機関の受診の仕方や、
盛岡の子どもの救急についての情報を掲載しています。 盛岡市医師会

広報もりおかへのご意見をお待ちしています
アンケート専用フォームから、各記事への意
見をお寄せください。あなたの意見が広報も
りおかを育てます。

イベント PICK UP
動物公園へ行こう！

 同園（新庄字下八木田）
☎ 654-8266
■木のバッジを作ろう
輪切りした木の枝を使ってオリジ
ナルバッジを作る。

 3月24日㈰13時半～14時半
 30人　  当日13時20分から

動物資料館前で受け付け
■幼虫を探そう
林や水辺に潜んでいるいろいろな
幼虫を探す。

 3月30日㈯・31日㈰、12時～12
時半　  30人　

 当日11時50分から子ども動物
園で受け付け

スポーツ英会話キッズクラス

日常で話す英語を音楽やリズムに
合わせて体感しながら学ぶ。

 4月12日～5月31日、金曜、全7
回、16時15分～17時

 総合プール（本宮五）　
 8人　  1万1340円
 電話：3月21日㈭15時から同プ

ール☎634-0450で先着順

南公園サッカークラブ会員募集

   表1のとおり
 いわぎんスタジアム（永井8）
 電話・窓口：3月21日㈭9時から

同スタジアム☎632-3344で先着順
 1025807

子ども科学館のイベント

 同館（本宮字蛇屋敷13-1）
☎634-1171
同館で表2のとおりイベントを開催
します。

東中野キッズテニス教室

 4月14日～11月24日、日曜、①
9時～10時15分②10時半～11時
45分

 東中野運動広場（東中野字立石）
 各10人※①5歳～小学3年②小

学生の経験者
 1回800円※入会金千円と年会

費千円（計2千円）が別途必要
 電話・窓口：4月1日㈪

10時から同運動場
☎652-8778で先着順

 1025859

表1　南公園サッカークラブの日程など
コース名 曜日・回数 対象・時間 定員 費用※

週1日
コース

毎週火曜～木曜の
うち1日と月1回土
曜、全62回

①4～5歳：14時50分～
15時50分※土曜は9時～
10時
②小学1～2年生：16時
～17時※土曜は10時15
分～11時45分
③小学3～6年生：17時
15分～18時45分※土曜
の小学3年～4年生は13
時～14時半、小学5年～
6年生は14時45分～16
時15分

年代別
各20人

①②月3780円
③月4860円

週2日
コース

毎週火曜～木曜の
うち2日と月1回土
曜、全112回

①②月4860円
③月6480円

週3日
コース

毎週火曜・水曜・
木曜と月1回土曜
全162回

①②月5940円
③月7560円

※入会時に保険料800円が別途必要

表2　子ども科学館の各種イベント
イベント名 内容（費用） 日時 定員

ナイトミュージアム
①星空みどころ案内
②星を見る会
③科学工作
④プラネタリウム

③エアーロケットを作る
④「銀河鉄道の夜」
（①②無料③100円④
4歳～中学生100円、高
校生以上300円）

4/6㈯
①18時～18時半
②18時半～20時
③18時半～20時
④19時～19時半

①④160人
②なし
③30人

ワークショップ
「不思議ゴマ」

目の錯覚を体験できる
こまを作る（100円）

4/7～21、日曜、10時半
～12時と14時～15時半 各回30人

科学技術週間イベン
ト2019カミナリ実験

①カミナリを使ったサ
イエンスショー
②手回し発電機を体験
（①②展示室入場料が
必要）

4/14㈰
①10時50分～11時20
分と12時50分～13時
20分
②10時～10時40分と
13時20分～14時20分

なし

空気砲であそびまシ
ョー！

いろいろな空気砲を飛
ばすサイエンスショー
（展示室入場料が必要）

4/27㈯~30㈫
13時～13時15分 なし

8　 広報もりおか 31. 3. 15
地球環境に配慮し、
ベジタブルインキを
使用しています。

子育て情報ひろば

市立図書館（高松一）
☎661-4343

■えほんのへや（♥）
 3月21日・4月4日・18日、木曜、

15時半～16時
■おはなしのじかん

  3月23日㈯・4月13日㈯、11
時～11時20分は４歳～小学１年生、
11時半～12時は小学２年生以上
■かみしばいのへや（♥）

 3月28日㈭・4月11日㈭、15時半
～16時
■おはなしころころ

  4月12日㈮10時20分～11時
は1歳3カ月以上の子と保護者、11
時10分～11時半は1歳2カ月以下
の子と保護者

都南図書館（永井24）
☎637-3636

■おとぎのへや（♥）
紙芝居と絵本の読み聞かせ。

 毎週土曜、14時半～15時
■だっこのおはなし会

 3月26日㈫10時45分～11時15分
 4カ月～1歳半の子と保護者

■おはなしのじかん
 4月10日㈬11時～11時半
 幼児と保護者

渋民図書館（渋民字鶴塚）
☎683-2167

■えほんのへや（♥）
 4月10日㈬15時半～16時

西部公民館（南青山町）
☎643-2288

■ちびっこ広場映画会（♥）
「ミッキーマウス～いたずら小象
～」ほか3本。

 4月6日㈯10時半～11時40分
■ふたばわらべうた・おはなし会

  4月17日㈬10時～10時40
分は1歳3カ月～3歳の子と保護者、
10時50分～11時10分は0歳～1歳
3カ月の子と保護者

松園地区公民館（東松園二）
☎661-8111

■おはなし★らんど
 3月22日㈮10時～11時半
 0歳～未就学児と保護者

■おやとこひろば
絵本の読み聞かせなど。

 4月9日㈫10時～11時半
 0歳～未就学児と保護者

本 と の ふ れ あ い
（♥）は 幼児～小学生が対象の催しです。


