
地球環境に配慮し、
ベジタブルインキを
使用しています。

イベント PICK UP

市立図書館（高松一）
☎661-4343

■児童文学を読む会
ヴォーンダ・ミショー・ネルソン作
「ハーレムの闘う本屋　ルイス・ミ
ショーの生涯」（あすなろ書房）

 ６月27日㈬10時～12時
■かみしばいのへや（♥）

 ６月28日㈭・７月12日㈭、15時
半～16時
■おはなしのじかん

 ６月23日㈯・７月14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
■えほんのへや（♥）

 ６月21日・７月５日・19日、木曜、
15時半～16時
■夏のちいさなおはなし会

  ７月７日㈯、10時～10時20
分は幼児、10時半～11時は小学生、
11時10分～11時50分はどなたでも
■おはなしころころ

  ７月13日㈮、10時20分～11
時は１歳３カ月以上、11時10分～
11時半は１歳２カ月以下

都南図書館（永井24）
☎637-3636

※６月20日㈬～28日㈭は、蔵書点
検のため休館します。ただし、1階新
聞コーナーと学習室は9時～17時
は利用できます（25日㈪を除く）
■おとぎのへや（♥）
絵本と紙芝居の読み聞かせ

 毎週土曜、14時半～15時
■だっこのおはなし会

 ６月19日㈫10時45分～11時15分
 4カ月~1歳半の子と保護者

上田公民館（上田四）
☎654-2333

■なかよしおはなし会
 ６月27日㈬・７月11日㈬、10時

半～11時　  幼児

西部公民館（南青山町）
☎643-2288

■ちびっこ広場映画会（♥）
「チップとデール～リスのテストパ
イロット～」など４本

 ７月７日㈯10時半～11時40分

渋民図書館（渋民字鶴塚）
☎683-2167

■えほんのへや（♥）
 ７月11日㈬15時半～16時

７月

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。

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
こども もりおかこども病院
上田字松屋敷11-14☎662-5656

診療時間外に子どもの具合が悪くなったら…
■日曜・祝日の日中（９時～ 17 時）
休日救急当番医（3ページ参照）へ

日 月 火 水 木 金 土
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７
医大 中央 川久保 医大 中央 医大 こども

/中央
８ ９ 10 11 12 13 14
日赤 医大 川久保 医大 医大 中央 こども

/中央
15 16 17 18 19 20 21
医大 中央 川久保 日赤 中央 医大 こども

/中央
22 23 24 25 26 27 28
医大 中央 医大 中央 医大 中央 こども

/医大
29 30 31
中央 医大 中央

■症状が軽い場合（19 時～ 23 時）
市夜間急患診療所へ

小児救急入院受入当番病院へ

８　広報もりおか 30.６.15
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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）

子育て情報ひろば

本 と の ふ れ あ い
（♥）は 幼児～小学生が対象の催しです。

　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。まずは市夜間急患診療所を受診しましょう。

盛岡市医師会

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。※なお、土曜の 13 時（祝日の土曜は９時）から 17 時
までは、もりおかこども病院を受診してください

盛岡市動物公園のイベント

〠020-0803 新庄字下八木田60‐18
☎654-8266 ファクス654-8913
動物に詳しくなる催しを開催。
■アリジゴクのちょっと怖い世界

 6月30日㈯・7月1日㈰、12時
~12時半
■樹液に集まる虫たち

 7月7日㈯・8日㈰、12時~12時半
 各30人
 当日の開始5分前から芝生広場

で受け付け
■ホタルの夕べ

 7月13日㈮～15日㈰、19時~21
時※駐車・入園とも無料
■サマースクール
飼育係の仕事を体験し、動物や自
然について学ぶ。

 8月6日㈪～10日㈮※8日㈬を
除く

 小学2年生以下は各日15人、小
学3年～中学生は各日35人　

 郵送・ファクス：7月１日㈰必
着。定員を超えた場合は抽選。申
込用紙は電話請求、または同公園
ホームページからダウンロードで
きます

子ども科学館のイベント

〠020-0866 本宮字蛇屋敷13-１
☎634-1171
■ワークショップ「クロマトうちわ」
物質が分離する仕組みを利用して、
うちわに模様を付ける。

 7月1日～29日の日曜と16日
㈪、10時半~12時と14時～15時半

 各先着30人　  各200円
■サイエンスショー「水のマジック」

 7月1日～29日の日曜と16日
㈪、13時~13時15分
■ナイトミュージアム

 7月7日㈯①19時～19時半は星
空みどころ案内②19時半~21時は
星を見る会③20時～20時40分は
銀河鉄道の夜④19時半～21時は
偏光板キーホルダー

 ①③各160人④30人
 ③4歳～中学生は100円、高校

生以上は300円④300円
 ③は当日18時半から受付でチ

ケットを販売
■特別展「飛ぶ」
VRゴーグルを着けての疑似飛行
体験や飛ぶおもちゃでの遊びなど

 7月25日㈬～8月19日㈰、9時
~16時半

 疑似飛行体験のみ300円
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。

親子の休日（カヌー体験）

親子で２人乗りカヌーに乗る。
 ７月８日㈰９時半～14時
 御所湖広域公園漕艇場（繫字除

キ）※渋民公民館（渋民字鶴塚）に
集合し、バスで移動

 ８組※小学生と保護者
 １組750円
 電話：６月23日㈯９時から渋民

公民館☎683-2354で先着順に受
け付け　

アウトドア・イン区界
～夏の巻～

水晶探しやキャンプファイヤー、テ
ント泊、兜明神岳登山など。

 ７月14日㈯13時半～15日㈰15
時（１泊２日）

 区界高原少年自然の家（宮古市）
 15組※小中学生と保護者
 １人3000円
 はがきまたはファクス：①住所

②氏名（ふりがな）③性別・年齢
④学校名・学年⑤電話番号⑥交通
手段⑦アレルギーの有無を記入し、
〠028-2631宮古市区界２-111（フ
ァクス0193-77-2124）、区界高原
少年自然の家へ。６月28日㈭必着。
定員を超えた場合は抽選

 同自然の家☎0193-77-2048
 1000876

野草と虫を調べる会

①植物コースと②昆虫コースに分
かれ、採集と標本作りをする。

 ７月21日㈯①８時45分～11時
半②９時15分～14時半

 高松公園と市立図書館（いずれ
も高松一）

 各８組※小学２年生以上と保護者
 各100円
 窓口・電話：７月４日㈬10時か

ら同館☎661-4343で先着順に受
け付け　  1023270

親子ホタル観察講座

自然についての講話とホタル観察。
 ７月21日㈯・26日㈭、18時半～

21時
 都南公民館（永井24）と大ケ生

地域内（ホタルの里）※同館に集合
し、バスで移動

 各20人※小学生と保護者
 保険料別途
 往復はがき：①住所②氏名③

学校名・学年・年齢④電話番号（あ
ればファクス番号も）⑤参加希望
日を記入し、〠020-0834永井24-
10-１都南公民館へ。定員を超えた
場合は抽選。７月６日㈮必着。

 同館☎637-6611　  1023145


