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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。

子育て情報ひろば

診療時間外に子どもの具合が悪くなったら…

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

11月
日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５
中央 国立 日赤 中央 国立

６ ７ ８ ９ 10 11 12
中央 中央 日赤 国立 中央 中央 日赤
13 14 15 16 17 18 19
中央 中央 日赤 中央 中央 日赤 国立
20 21 22 23 24 25 26
中央 日赤 中央 国立 日赤 中央 中央
27 28 29 30
日赤 中央 中央 国立

 17 時～翌朝９時※土曜は 13 時～
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

■こども救急相談電話にお電話を
　子どもの病気やけがのことを、経験豊かな看護師へ電話で相談でき
ます。平日だけでなく、休日も受け付けます。医療機関を受診する前にご
利用ください。

 こども救急相談電話☎605-9000または #8000
 19時～23時※年中無休

■特に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。

■医療機関を受診するときは
　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。（７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

本 と の ふ れ あ い （♥）は幼児～小学生が対象の催しです。

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のアドバイス。
 10月19日㈬・11月16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

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。

 11月８日㈫・22日㈫、10時～
11時半　  市保健所（神明町）

 各10組※令和４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25日㈫14時から
 1002133

パパママ教室
母子健康課　☎603-8303

妊娠中の健康管理や産後の過ごし
方などの講話と沐

も く

浴
よ く

見学。
 11月27日㈰、10時～12時と13時

半～15時半　  市保健所（神明町）
 各13組※来年３月に出産予定

の初妊婦と夫
 電話：11月18日㈮14時から
 1002116

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、母親同士の交流など。

 12月１日㈭・12月８日㈭、全２
回、10時～11時半

 都南公民館（永井24）
 10組※令和４年４月～６月に生

まれた子と保護者　  100円
 電話：11月２日㈬10時から
 1002663

親子でふれあい遊び
とりょう支援センター　☎651-8580
 1002663

▶にこにこルーム
保育士と一緒に親子の触れ合い遊

びや体操などを楽しみます。
 10月21日㈮は高松地区保健セ

ンター（上田字毛無森）、11月10
日㈭は都南公民館（永井24）、10
時～11時半

 １～３歳の子と保護者
▶ぴよぴよルーム
親子で遊ぶほか、離乳食や赤ちゃ
んとの遊び方など子育ての悩みを
相談できます。

  10月28日㈮は飯岡地区保
健センター（下飯岡８）、11月１日
㈫は高松地区保健センター、10時
～11時半

 ０歳の子と保護者

ママとベビーのハッピータイム
まつぞのスポーツクラブ　☎663-9280
親子でピラティスとベビーダンス
をします。

 ①11月２日㈬・９日㈬、全２回、
13時半～14時半②11月21日㈪・
28日㈪、全２回、13時半～14時半

 ①松園地区公民館（東松園二）②高
松地区保健センター（上田字毛無森）

 各８組※首の据わった３～24カ
月の子と保護者　  各2000円

 同スポーツクラブの
ホームページ：①10月
27日㈭まで②11月15
日㈫まで

つくってあ・そ・ぼ！
都南公民館　☎637-6611

家で遊べるおもちゃを親子で作り
ます。

 11月９日㈬10時～11時半　
 同公民館（永井24）
 10組※１～２歳の子と保護者
 電話・窓口：10月19日㈬10時

から　  1034470

子育てファミリー応援講座
上田公民館　☎654-2333

親子で一緒に楽しめる体操を通し
て親子の触れ合いを深めます。

 11月22日㈫・29日㈫、全２回、10
時～12時　  同公民館（上田四）

 10組※令和２年６月～令和３年５
月に生まれた子と保護者　  120円

 往復はがき：必要事項の他、子
どもの名前（ふりがな）と生年月日
を記入し、〠020-0066上田四丁
目1-1上田公民館に送付。11月１日
㈫必着　  1032320

ボール遊び教室
まつぞのスポーツクラブ　☎663-9280
ドイツ発祥で誰でも参加できるボー
ル運動のバルシューレを楽しみます。

 ①11月７日～28日、月曜、全４
回、15時～16時は高松地区保健セ
ンター（上田字毛無森）②11月２日
～30日、水曜、全４回、15時～16
時は松園地区公民館（東松園二）

 各８人※令和４年度に４～６歳
になる子　  各3000円

 同スポーツクラブの
ホームページ：10月31
日㈪16時まで

子供たちの芸術文化体験教室
いわてアートサポートセンター

☎604-9020

子どもたちが楽しく芸術文化活動
に触れた成果を、来年１月28日㈯
から開催される盛岡こども芸術祭
で発表します。

子育てを応援親
向け

一緒に楽しもう親子
向け

  11月12日㈯は中央公民館。
その後の日時・場所は参加する活
動により異なります

 ピアノ８人※小・中学生で自宅や
学校で鍵盤楽器の練習ができる
人、彫

ちょう

塑
そ

・洋画各10人※小・中学生、
写真16人※小・中学生でデジタルカ
メラを持参できる人　  800円

 電話：10月17日㈪９時半から

わくわく盛岡チャレンジクラブ
中央公民館　☎654-5366

 chuo.ph@city.morioka.iwate.jp

ストリート系ダンスや英語、ダブル
ダッチ、クリスマススイーツ作りに
挑戦します。

 11月26日～12月17日、土曜、
全４回、10時～11時半

 同公民館（愛宕町）
 12人※小学１年～４年生。５・６

年生のきょうだいも参加できます
 往復はがき・メール：11月12日

㈯必着。往復はがきは必要事項を
記入し、〠020-0013愛宕町14-１
中央公民館へ送付　  1031921

わくわく体験子
向け
ども

市立図書館
（上田四※上田公民館内）

☎604-1515
■おはなしのじかん
うれし野こども図書室の皆さんに
よる語りと絵本の読み聞かせ。

  10月22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
わらべ歌を歌いながら体を動かし
て遊びます。

  11月11日㈮10時20分～11
時は１歳３カ月以上の子と保護者、
11時10分～11時半は１歳2カ月以
下の子と保護者

 高松地区保
健センター（上
田字毛無森）

都南図書館（永井24）
☎637-3636

 開始20分前から各会場で受け
付け
■おとぎのへや（♥）

 毎週土曜、14時半～15時
 ５組

■だっこのおはなし会
 10月25日㈫10時45分～11時

10分
 10組※４カ月～１歳半の子と保

護者
■おはなしのじかん

 11月９日㈬11時～11時25分
 ５組※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（♥）
ボランティア「とんがりやま」によ
る読み聞かせ。

 11月２日㈬15時半～16時

中央公民館（愛宕町）
☎654-5366

■すみっこおはなし会
おはなしボランティア「おはなしす
みっこ」による、絵本の読み聞か
せ会。

 11月６日㈰・20日㈰、11時～11
時半
■わくわく♪おはなし会
おはなしボランティア「おはなしポ
ット」による絵本の読み聞かせ。

 11月12日㈯11時～11時半

上田公民館（上田四）
☎654-2333

■なかよしおはなし会
絵本の読み聞かせや手遊びなど。

 10月26日㈬・11月９日㈬、10
時半～11時

 幼児と保護者
 事前に電話で申し込み

西部公民館（南青山町）
☎643-2288

■ふたばわらべうた・おはなし会
わらべ歌や絵本の読み聞かせなど。

  11月16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
13組

松園地区公民館（東松園二）
☎661-8111

■おやとこひろば
読み聞かせや親子遊び、軽運動、
保育士による育児相談など。

 10月27日㈭・11月11日㈮、10
時～11時半

 ０歳～就園前の子と保護者

■星の写真展
県内の天文サークルが撮影した、
天体写真を展示します。

 10月30日㈰～11月27日㈰、
９時～16時半

■ホリデーサイエンス「さわる」
触ることで起こる不思議な実験
を体験します。

 11月の土・日曜と祝日、10時
10分～10時25分と11時～11時
15分

 各５組※１組３人まで。就学
前の子は保護者同伴

 当日の９時から整理券を配布

■ワークショップ「紙コップター」
紙コップでよく飛ぶプロペラの
おもちゃを作ります。

 11月の土・日曜と祝日、14時
半～16時　  各24人

 各100円※別途展示室入館
料が必要

 開催時間内で随時受け付け

■ナイトミュージアム「星を見る会」
星座探しと、天体望遠鏡を使った天
体観察をします。※悪天候時は中止

 11月５日㈯17時半～18時半
 30人
 電話：10月18日㈫～11月５日

㈯、９時～17時

■皆既月食を見る会
特別な天体現象「皆既月食」の
仕組みを知り、観察します。※悪
天候時は中止

 11月８日㈫18時半～19時45分
 30人　  電話：10月26日㈬

～11月６日㈰、９時～17時

■全国一斉ベビープラネタリウム
お家の人と一緒に音楽や手遊び
をしながら、星や星座、宇宙を感
じる遊びをします。

 11月12日㈯・13日㈰、11時
半～12時　  各160人

 中学生以下100円、大人300
円※４歳未満は無料

表　集団接種の会場と日程など
会場 日程 時間 使用ワクチン 予約開始日

ＳＧプラザ
（青山四丁目46-15）

10月22日㈯ 14時～
17時

ファイザー社製
（小児用） 受け付け中10月29日㈯

　新型コロナワクチン接種情報

５歳～11歳の子どもを対象とした、新型コロナワクチン接種を実施しています
▶持ち物： ①接種券が入っていた封筒の中身一式②接種を受ける人の

本人確認書類（健康保険証や医療費助成受給者証など）
③母子健康手帳④お薬手帳

▶アクセス： 盛岡駅西口からシャトルバスを30分間隔で運行します。
公共交通機関の利用に協力をお願いします。時刻表は、
市ホ―ムページをご覧ください※２回目接種の人も同じ日程で予約できます

　市は、５歳～11歳の子どもを対象とした新型コロナワクチン３回目
接種の集団接種を、表のとおり特設会場で実施しています。

▶インターネット予約
　（24時間受け付け）

推奨 ☎0120-220-489

ワクチン接種の予約はこちら

※�L
ラ イ ン

INEからも予約
できます

（通話料無料）
※９時～18時（土・日
曜、祝日を含む）

各医療機関での個別接種も受けられます

　各医療機関によって予約方法が異な
ります。詳しくは、市ホームページをご
覧ください。

集団接種や個別接種の
詳細、シャトルバスの
時刻表などは
こちら☞

▶コールセンター
　での電話予約
　（問い合わせもこちら）

子ども科学館へ行こう！
同館（本宮字蛇屋敷）では次のとおりイベントを開催します。

 子ども科学館☎634-1171


