
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
R . J .パラシオ作「もうひとつの
W

ワ ン ダ ー

ONDER」（ほるぷ出版）
 7月25日㈬10時～12時

■かみしばいのへや（♥）
 7月26日㈭・8月9日㈭、15時半

～16時
■おはなしのじかん

 7月28日㈯・8月11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
■夏休みこども映画会（♥）
「百

ひゃく

目
め

のあずきとぎ」など３本
 8月2日㈭10時半～12時

■えほんのへや（♥）
 8月2日㈭・16日㈭、15時半～16時

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

 7月24日㈫10時45分～11時15分
 4カ月～1歳半の子と保護者

■夏休み子ども映画会（♥）
「七夕さま」など３本

 7月29日㈰14時～15時
■真夏のこわいおはなし会

 8月9日㈭14時～15時
 5歳～小学生の子と保護者

渋民図書館（渋民字鶴塚）
☎683-2167

■えほんのへや（♥）
 8月8日㈬15時半～16時

上田公民館（上田四）
☎654-2333

■なかよしおはなし会
 7月25日㈬・8月8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（♥）
「むしむし村の仲間たち」など４本

 8月4日㈯10時半～11時40分

８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（5ページ参照）へ

日 月 火 水 木 金 土
１ ２ ３ ４
医大 中央 医大 こども

/中央
５ ６ ７ ８ ９ 10 11
医大 中央 川久保 医大 中央 医大 こども

/日赤
12 13 14 15 16 17 18
医大 中央 川久保 医大 中央 医大 こども

/中央
19 20 21 22 23 24 25
中央 医大 川久保 中央 医大 中央 こども

/中央
26 27 28 29 30 31
日赤 医大 中央 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

10　広報もりおか 30.７.15
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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

先人記念館ボランティアによる
夏休み企画「先人を知ろう」 
①自由研究のお手伝い
②親子で学べるクイズラリー・すご
ろく

 7月27日㈮～29日㈰、①10時～
12時②13時～16時

 先人記念館（本宮字蛇屋敷)
 小・中学生
 入館料が必要
 同館☎659-3338
 1023604

親子で楽しむ星空観察

星空の美しさを味わい、親子で天
体観測に親しむ。

 8月3日㈮19時～21時
 乙部地区公民館（乙部6）
 15組※小学生と保護者
 電話：７月20日㈮10時から同館

☎696-2081で先着順
 1023540

生家で寺子屋

 原敬記念館（本宮四）
 636-1192　  1020030

■手習い編
大正時代に「平民宰相」として活躍
した原敬の生まれた家で、原敬に
まつわる字句を毛筆で書く。※習

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。

字道具（筆・すずり・墨汁・下敷き）
を持参。半紙は同館で用意します

 8月5日㈰10時～11時
 10人※小学生。ただし、1・2年

生は保護者同伴
 電話：7月21日㈯10時から同館

で先着順　
■自由研究サポート編
原敬の生き方や業績などをテーマ
とする夏休みの自由研究をサポー
トする。

 8月5日㈰13時半～15時半
 小・中学生。ただし、小学1・2年

生は保護者同伴

夏休み自由研究相談室

盛岡の歴史・文化に関することを
中心に自由研究の相談の受け付け。

 8月5日㈰～12日㈰、10時半～
12時と13時～15時

 もりおか歴史文化館（内丸）
 各10人※小学生
 電話：希望日の前日までに、同館

☎681-2100で先着順
 1020249

Waの日～森あそび～

森の素材を活用したクラフト作製
など。

 8月8日㈬9時半～15時
 外山森林公園（薮川字大の平)
 30組※小学生と保護者
 1人1000円
 往復はがき：①氏名②性別③

年齢④電話番号を記入し、〠020-
0884神明町1-24工房夢

ゆ め

繭
ま ゆ

・花
か

内
ハートフルワークいわてへ。７月30日
㈪必着。定員を超えた場合は抽選

 W
わ

aのまちもりおか「絆の輪」プロ
ジェクト事務局☎623-6509

 1023520

区界高原少年自然の家のイベント

 〠028-2631 宮古市区界2-111
 0193-77-2048・ファクス0193-

77-2124
 1000876

■夏山にチャレンジ
兜
かぶと

明
みょう

神
じ ん

岳の登山や冒険活動など。
 8月9日㈭～11日㈯（2泊3日）
 40人※小学4～6年生
 5000円
 はがき・ファクス：①イベント名

②郵便番号③住所④氏名⑤性別・
年齢⑥学校名・学年⑦電話番号⑧
交通手段⑨アレルギーの有無など
を記入し、同自然の家へ。７月27日
㈮必着。定員を超えた場合は抽選

■区界土遊塾
兜明神岳の登山と屋台巡りができ
る自然の家祭り。

 8月25日㈯9時～15時
 30人※小・中学生と保護者
 1200円
 はがき・ファクス：①イベント名

②郵便番号③住所④氏名⑤性別・
年齢⑥学校名・学年⑦電話番号⑧
交通手段⑨アレルギーの有無など
を記入し、同自然の家で受け付け。
8月10日㈮必着。定員を超えた場
合は抽選

盛岡手づくり村夏まつり2018

盛岡広域の味と工芸披露、海の町
応援フェア、伝統工芸士による浄法
寺塗の製作実演など。

 8月13日㈪～15日㈬9時～16時
 盛岡手づくり村（繫字尾入野）
 同手づくり村☎689-2201
 1020546


