
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

6 広報もりおか 30. 11. 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（2ページ参照）へ

12月
日 月 火 水 木 金 土

1
こども
/医大

2 3 4 5 6 7 8
中央 医大 川久保 中央 医大 中央 こども

/医大
9 10 11 12 13 14 15

日赤 中央 川久保 医大 医大 中央 こども
/医大

16 17 18 19 20 21 22
中央 医大 川久保 医大 中央 医大 こども

/中央
23 24 25 26 27 28 29

医大 中央 医大 中央 日赤 医大 こども
/中央

30 31
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。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

親子の休日（料理教室）
イギリス風スコーンとジャム、クロテ
ッドクリームを作ります。

 12月22日㈯14時～16時
 渋民公民館（渋民字鶴塚）
 20人※小学生と保護者

黒猫舎公演「宮沢賢治　童話館」
子どもから大人まで楽しめる朗読。

  12月2日㈰11時～12時は都
南図書館、12月9日㈰14時～15時は
市立図書館

工学ガールズと冬休みの自由研究
岩手大工学部の女子学生と一緒に
何でも凍らせることのできる液体
の謎やレモンでの電池作りなど3
つのテーマで実験を楽しむ。

 12月22日㈯10時～12時
 もりおか女性センター（中ノ橋通一）
 15人※小学4年～6年生
 電話：11月20日㈫10時から同

センター☎604-3303で先着順。
保護者が見学する場合は要予約

動物公園に行ってみよう
 同園（新庄字下八木田）

☎ 654-8266
■勤労感謝の日
動物たちに感謝を込めて、おもち
ゃのプレゼント。

 11月23日㈮11時～15時
■無料開園・ちょっと早いクリスマス
冬季閉園を前に、園の無料開園と
クリスマスにちなんだ工作会など
を開催。　  12月2日㈰

≪お知らせ≫
動物公園は12月3日㈪から来年
3月14日㈭まで閉園します。冬
の臨時開園は、来年2月9日㈯～
11日㈪と16日㈯、17日㈰です

 1人630円
 電話：12月1日㈯9時から同館

☎683-2354で先着順

子ども科学館に行ってみよう
表のとおりイベントを開催。

表　子ども科学館（本宮字蛇屋敷）の各種イベント　☎634-1171
イベント名 内容（費用） 日時 定員

岩手県中学生創造
アイデアロボット
コンテスト大会

県内の中学生が設計・
製作したロボットによ
る競技（無料）

12/1㈯
10時～12時 なし

サイエンスな日曜
日「石けんで汚れ
を落とす日曜日」

岩手大教育学部の天木
桂子教授によるサイエ
ンスショーとさまざま
な体験（展示室入場料
が必要）

12/2㈰
サイエンスショーは11時
～11時20分と14時～14
時20分、体験コーナーは
10時半～11時と11時20
分～12時、13時～14時

なし

手 づ く り 乾 電 池
教室★

乾電池についての学習
と製作体験（無料）

12/22㈯
10時～12時

24人※小・
中学生

★電話か窓口で申し込みが必要。11/23㈮9時から12/9㈰まで先着順に受け付け

イ ベ ン ト PICK UP

市立図書館（高松一）
☎661-4343

■かみしばいのへや（♥）
 11月22日㈭・12月13日㈭、15

時半～16時
■おはなしのじかん

  11月24日㈯・12月8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（♥）

 11月29日㈭・12月6日㈭、15時
半～16時
■冬のちいさなおはなし会

  12月1日㈯10時～10時半は
幼児、10時半～11時10分は小学生、
11時10分～11時50分はどなたでも
■おはなしころころ

  12月14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
■こどもクリスマス会
団体「こ☆しぇる」による「さるか
にがっせん」などの人形劇。

 12月16日㈰10時半～11時半

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
 11月27日㈫10時45分～11時15分
 4カ月～1歳半の子と保護者
■クリスマスおはなしのじかん（♦）

 12月12日㈬11時～11時半　

渋民図書館（渋民字鶴塚）
☎683-2167

11月20日㈫～28日㈬は蔵書点検
のため休館します。
■えほんのへや（♥）

 12月12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。

 11月28日㈬・12月12日㈬、10
時半～11時

西部公民館（南青山町）
☎643-2288

■ちびっこ広場映画会（♥）
「うぐいす姫」など3本を上映。

 12月1日㈯10時半～11時40分
■ふたばわらべうた・おはなし会

  12月12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、（♦）は幼児が対象の催しです。

広　告 広告に関するお問い合わせはナチュラルコム（株）☎019-652-9190へどうぞ


