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子育て情報ひろば マークの見方と詳しい申し込み方法は、
表紙をご覧ください

広　告 広　告

市立図書館（高松一）
☎661-4343

■おはなしのじかん
  10月24日㈯・11月14日㈯、11

時～11時20分は４歳～小学１年生、
11時40分～12時は小学２年生以上
■おはなしころころ

  11月13日㈮10時20分～10時
40分は１歳３カ月以上の子と保護者、
11時～11時20分は１歳２カ月以下の
子と保護者
■読書週間記念行事
　「読書スタンプラリー」
10種類の本を読んで、スタンプを集
めます。全種類読んだ人には認定証
と記念品を贈呈。

 10月27日㈫～11月８日㈰

都南図書館（永井24）
☎637-3636

 各５組※開始30分前から、２階お
はなしルーム前で受け付け

 1000831
■おとぎのへや（♥）

 毎週土曜、14時半～15時
■だっこのおはなし会

本 と の ふ れ あ い
（♥）は幼児～小学生が対象の催しです。

 10月27日㈫10時45分～11時10分
 ４カ月～１歳半の子と保護者
■おはなしのじかん

 11月11日㈬11時～11時半
 ０歳～２歳の子と保護者

渋民図書館（渋民字鶴塚）
☎683-2167

■えほんのへや（♥）
 11月11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
 10月28日㈬・11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

■ふたばわらべうた・おはなし会
  11月25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、各先着26人　

マタニティサロン
とりょう保育園地域子育て支援センター
（以下、とりょう支援センター）☎651-8580

出産後の生活について保健師がアド
バイスをします。

 10月21日㈬・11月18日㈬、10時～
11時半　  とりょう保育園（肴町）

 初妊婦　
 電話：開催日の前日まで
 1002663

離乳食教室
母子健康課　☎603-8303

初めての離乳食の不安を解消するた
めの講話。※グループでの申し込み
はお控えください

 11月10日㈫・24日㈫、10時～11時
 市保健所（神明町）
 各10組※令和２年７月生まれの子

と初めて子育てしている母親
 電話：10月27日㈫14時から
 1002133

前回の教室の様子

前回の教室に参加した赤ちゃん

こんにちはママさん講座
「あんあんコース」

とりょう支援センター　☎651-8580
育児や離乳食についてのアドバイスや
看護師の講話、母親同士での交流な
どができます。

 11月26日㈭・12月３日㈭、全２回、

10時～11時半　
 都南公民館（永井24）
 10組※令和２年４月～６月に生ま

れた子と保護者　  100円
 電話：10月28日㈬10時から
 1002663

過去の講座の様子

パパママ教室～日曜コース～
母子健康課　☎603-8303

妊娠中の健康管理や産後の過ごし方
などの講話。

 11月29日㈰10時～12時と13時
半～15時半　

 市保健所（神明町）
 各15組※来年３月に出産予定の

初妊婦と夫　
 電話：11月13日㈮14時から
 1002116

前回の教室の様子

親子でふれあい遊び
とりょう支援センター　☎651-8580
 10時～11時半　  1002663
▶にこにこルーム
保育士と一緒に親子の触れ合い遊び
や、体操、絵本などを楽しみます。

  10月22日㈭は都南公民館（永
井24）、11月６日㈮は高松地区保健
センター（上田字毛無森）

 ３歳以下の子と保護者
▶ぴよぴよルーム

親子での遊びのほか、離乳食の作り
方や赤ちゃんとの遊び方など子育て
の悩みを相談できます。

  10月23日㈮は飯岡地区保健セ
ンター（下飯岡８）、11月10日㈫は高松
地区保健センター（上田字毛無森）

 ０歳の子と保護者

過去のにこにこルームの様子

過去のぴよぴよルームの様子

赤ちゃんとヨガ教室
飯岡地区公民館　☎637-2270

赤ちゃんとスキンシップをとりながら
ヨガで心と体をリフレッシュします。

 10月30日㈮・11月６日㈮、全２回、
10時～11時

 飯岡農業構造改善センター（下飯
岡８）

 ５組※首の据わった３~10カ月の
子と保護者　  144円

 電話：10月19日㈪９時から

過去の教室の様子

おやとこひろば
松園地区公民館　☎661-8111

読み聞かせや親子の触れ合い遊びな
どのほか、育児相談ができます。

子育てを応援親
向け

一緒に楽しもう親子
向け

 11月４日㈬10時～11時半
 松園地区公民館（東松園二）
 就学前の子と保護者
 1029794

過去のおやとこひろばの様子

市立保育園（10園）の一斉園開放
とりょう支援センター　☎651-8580

保育園で、同じ年齢の子と遊ぶほか、
遊具や園庭で遊びます。

 11月10日㈫・17日㈫、9時半～11時
 0歳～就学前の子と保護者、妊婦
 1002663

ベビーマッサージ教室
盛岡体育館　☎652-8855

オイルを使った赤ちゃんのマッサージ
や、親子の触れ合い遊びができます。

 11月13日～27日、金曜、全３回、
10時半～12時

 同館（上田三）
 10組※２カ月～ハイハイ前の子と

保護者　
 4416円
 電話：10月18日㈰10時から
 1024916

　生まれてくる赤ちゃんへの
心構えなどが学べる講座や、
赤ちゃんと一緒に体を動かす
楽しい教室などがいっぱいで
す。ぜひご参加ください！

★子ども科学館に行こう！  子ども科学館☎ 634-1171
 本宮字蛇屋敷13-１

◆ワークショップ「芳香剤」 ◆星の写真展 ◆ナイトミュージアム　

　星を見る会 1026275  1024246  1019538

オリジナルの芳香剤を作ります。
 11月の土・日・祝日、14時10分～・14時

半～・14時50分～・15時10分～・15時半～
※各15分

 各４人
 各100円※展示室入場料が

必要
 窓口：当日９時から整理券

を配布※１人１枚まで

同科学館公式ホーム
ページはこちら　▶

県内の天文サークルが撮影した、天文写真を
展示します。

 11月１日㈰～29日㈰　  無料

解説を聞きながら、星座探しと望遠鏡で天
体観察をします。※悪天候時は中止

 11月７日㈯1８時～19時　
 20人　
 電話：10月

18日㈰９時から

画像提供：一関「星の会」

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
国立 国立病院機構盛岡医療

センター
青山一丁目25-１☎647-2195

診療時間外に子どもの具合が悪くなったら…

11月
日 月 火 水 木 金 土
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

日赤 中央 中央 国立 中央 日赤 中央
８ ９ 10 11 12 13 14

中央 日赤 中央 国立 中央 日赤 国立
15 16 17 18 19 20 21

中央 日赤 中央 国立 日赤 国立 中央
22 23 24 25 26 27 28

日赤 中央 日赤 国立 中央 中央 国立
29 30

中央 日赤

 17時～翌朝９時※土曜は13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。

盛岡市医師会

※新型コロナウイルス感染の
状況により、当番病院を変更
する場合があります。市医師
会のホームページを確認した
上で受診してください

　日曜・祝日の日中（９時～ 17 時）は「休日救急当番医」を、夜間
（19 時～ 23 時）は「市夜間急患診療所」を受診してください。（５ペー
ジ参照）　
※受診の際は、医療費とは別に定額負担料金が必要になる場合があります

■症状が重い場合は小児救急入院受入当番病院へ
　
　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。


