
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

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。

8 広報もりおか 30. ９. 15

■症状が軽い場合（19 時～ 23 時）

■日曜・祝日の日中（9 時～ 17 時）

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
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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

10月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6
医大 川久保 中央 医大 中央 こども

/医大
7 8 9 10 11 12 13

医大 中央 川久保 中央 医大 中央 こども
/医大

14 15 16 17 18 19 20
中央 医大 川久保 日赤 中央 医大 こども

/中央
21 22 23 24 25 26 27

医大 中央 医大 中央 医大 医大 こども
/中央

28 29 30 31
日赤 医大 中央 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。まずは市夜間急患診療所を受診しましょう。

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

盛岡市医師会

盛岡市動物公園のイベント
 新庄字下八木田60-18

☎654-8266
■動物公園絵画コンテスト
園内で描いた動物の絵を募集します。

 9月22日㈯～24日㈪、9時半～15時
 小学生以下
 当日9時半からサル山前つどい

の広場で受け付け
■ドングリデー
ドングリを用いた工作会や餌やり。

 9月24日㈪10時半～15時
  ドングリ人形作りのみ先着

30人。当日の受付場所などはお問
い合せください
■動物公園まつり
景品がもらえる動物クイズやバナナ
早食い大会、ケータリングカーの出
店など。

 10月7日㈰・8日㈪
■サンショウウオ探検隊

 10月13日㈯・14日㈰、12時～12時
40分　  各日30人

 サル山前で開始10分前から先
着順に受け付け
■大人の1日飼育係体験

 10月20日㈯8時半～17時

 各日30人※高校生以上
 電話：10月1日㈪～15日㈪、8

時半～17時まで受け付け

子ども科学館のイベント
 本宮字蛇屋敷13-1

☎634-1171
子ども科学館で表のとおりイベン
トを開催します。

市立総合プールの教室
 本宮五丁目3-1

☎634-0450
■スポーツ英会話キッズクラス
音楽に合わせたり、体を動かした

表　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

ふれあいミニ移動動
物園Ｒｉｃｋｙ

科学館に来た動物たち
と触れ合う
（展示室入場料が必要）

9/23㈰・24㈪
9時～16時半 なし

お月見会
お月見や月にまつわる
話と望遠鏡で月を観察
（無料）

9/24㈪18時半～20時 なし

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芳香剤を作る④エン
ケラドス人を探す
（①②無料③100円④4
歳～中学生200円、高
校生以上500円）

10/6㈯
①18時～18時半
②18時半～20時
③18時半～20時
④19時～19時半

①160人
②なし
③30人
④160人

風であそぼう！
送風機を使った風のサ
イエンスショー
（展示室入場料が必要）

10/7～28の日曜と祝
日、13時～13時15分 なし

チャレンジサイエンス
①アルギンボール
②光の万華鏡
③米の鮮度を化学の
目で解明
④野菜や果物から電
気を取り出す

岩手大理工学部の先生
と一緒に楽しい実験と
工作にチャレンジ
（無料）

①10/7㈰②10/14㈰
③10/21㈰④10/28㈰
10時半～11時と11時
半～12時※各日9時
から先着順に整理券
を1人1枚配布

各回20人

ワークショップ
「ハロウィンバッジ」

ハロウィンにちなんだ
イラストのバッジを作る
（200円）

10/7～28の日曜と祝
日、10時半～12時と
14時～15時半

各回30人

イベント PICK UP

プレーリードック

りしながら英語を学ぶ。
 11月9日～12月21日、金曜、全

5回、16時15分～17時
 8人※5歳～小学1年生

 8100円
 電話：9月23日㈰15時から
 1024222

ホンドキツネ

市立図書館（高松一）
☎661-4343

■えほんのへや（♥）
 9月20日・10月4日・18日、木曜、

15時半～16時
■かみしばいのへや（♥）

 10月11日㈭、15時半～16時
■おはなしのじかん

  9月22日㈯・10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
■おはなしころころ

  10月12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

■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

 9月19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
 10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（♥）
 10月10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
読み聞かせや手遊びなど

 9月27日㈭・10月11日㈭、10時
半～11時

 幼児と保護者

西部公民館（南青山町）
☎643-2288

■ちびっこ広場映画会（♥）
「ドナルドダック～ドナルドの消防
隊長～」ほか3本

 10月6日㈯10時半～11時40分
■ふたばわらべうた・おはなし会

  10月10日㈬10時～10時40
分は1歳3カ月～3歳の幼児と保護
者。10時50分～11時10分は0歳～
1歳3カ月の乳幼児と保護者

本 と の ふ れ あ い
（♥）は 幼児～小学生が対象の催しです。


