
広報おうしゅう（令和３年４月）23（2021.4）

奥州市
web 博物館

保健日程 －教室・健康相談－保健日程 －教室・健康相談－保健日程 －教室・健康相談－

～収蔵品の中から～

５月
イベント情報

★□受＝受付時間、□会＝会場、□対＝対象者、□持＝持ち物、□予＝予約期限、□問＝問い合わせ・予約先

★問い合わせ先＝本庁健康増進課（母子保健係）☎ 34-2904 ／江刺総合支所健康福祉グループ☎ 34-2523 ／前沢総合支所市民福祉　

　グループ☎ 34-0275 ／健康増進プラザ悠悠館☎ 46-2977 ／衣川総合支所市民福祉グループ☎ 34-2370 ／奥州保健所☎ 22-2831

「鹿親子図六曲屏風 /佐藤耕雲」

５５月月 企画展＆イベント情報

■母子健康手帳交付
　平日　□受 8：30～17：00 □持 保険証、印鑑、振込先通帳
　〇水沢　□会 □問 本庁健康増進課
　〇江刺【要予約】□会 □問 江刺総合支所健康福祉グループ
　〇前沢【要予約】□会 □問 前沢総合支所市民福祉グループ
　〇胆沢【要予約】□会 □問 健康増進プラザ悠悠館
　〇衣川【要予約】□会 □問 衣川総合支所市民福祉グループ
■母親教室【要予約】

日金 13:00～14:30（□受 13：10まで）□会 市役所本庁舎
　302会議室 □対 出産予定月が３年８月、９月の妊婦
□予 日火　□問 本庁健康増進課

■離乳食教室（もぐもぐ教室）【要予約】
日金 □受 9:30～9:45 □会 市総合福祉センター　□対 ２

　年９月、10月生まれの乳児の保護者　□予 日火 □問 本
　庁健康増進課
■ほほえみ相談（妊娠前相談）【要予約】

日水 9:00～12:00　□対 妊娠や不妊に関する悩みがあ

　る人　□予 前日まで　□会 □問 本庁健康増進課
■ＢＣＧ集団予防接種【要予約】

日木 □受 13:00～13:15　□会 水沢地区センター
□対 生後５カ月から１歳未満　□予 前日まで　□問 本庁健

　康増進課 　※医療機関での個別接種も可
■エイズ抗体即日検査・クラミジア病原体検査・梅毒
　検査・肝炎検査【要予約】

日木 9:00～14:00　□予 前日まで　□会 □問 奥州保健所
■こころサロン奥州

日土 13：30～15：00 □対 大切な人を自死で亡くした人　
　※初めての参加は要予約 □予 □会 □問 奥州保健所
■精神保健福祉相談【要予約】

日水 13：00～16：00 □対 心の病気やアルコールの問
　題などの悩みがある人 □予 前日まで □会 □問 奥州保健所
■家族そろって朝食デイ

日金は朝食デイです。家族そろって朝食を取りま
　しょう!!

休日・夜間診療 ／ 献血

◉奥州金ケ崎夜間診療所 （水沢字多賀21-1☎25-3935）

　【診療日】年中無休　　　【診療時間】18：30～21：00

◉こども救急相談電話 （☎ 019-605-9000）

  【診療日】年中無休　　 【受付時間】19：00～23：00

５月

◉献血日程

日日 いわて生協コープアテルイ
9：30～12：00

13：30～16：00

日 スーパースーパーマーケットサンエー
10：00～12：00

13：30～16：30

日日 イオン前沢店
10：00～12：00

13：30～16：00

日火 県南広域振興局 9：30～12：30

前沢総合支所 14：30～16：30

日水
ＥＣ南部コーポレーション㈱ 9：30～11：00

㈱ミズサワセミコンダクタ 12：00～13：00

スーパーセンタートライアル水沢上姉体店 15：00～16：30

日水 東北電力ネットワーク水沢電力センター 10：00～12：00

フードパワーセンターバリュー水沢店 14：00～16：30
◦全会場400㎖献血のみの受け付けです

　①奥州金ケ崎休日・夜間診療所、②日曜歯科当番医は、

新型コロナウイルス感染者の発生状況に応じて休診の判

断をします。奥州市・金ケ崎町内で新規感染者が発生し

た翌日から休診し、奥州市・金ケ崎町内の感染者の拡大

傾向が弱まり、まん延状況が改善されたと判断した場合

に関係団体と協議の上、決定次第、再開する予定です。

休診・再開の状況は市ホームページでご確認いただくか、

お問い合わせください。なお、休診中の休日・夜間診療は、

県立・市立病院などにご相談ください。

■問い合わせ ▶①休日・夜間診療所（☎ 25-3935）、奥

州金ケ崎行政事務組合（☎ 24-5821）▶②奥州歯科医師

会事務局（☎ 24-0810）

◉こなまるサロン「東北地方と北方文化」 日金 18:30

　～ 20:00　資料代 300 円　定員 20 人（要申し込み）

牛の博物館（☎56-7666） 毎週月 400 円

◉ＧＷイベント　 月 日 ～ 日 ①クイズ♛うし

　はく王、②博物館スケッチ、③疫病退散バッジづく

　り　①②参加無料（当日申し込み）　③材料代100円

　（当日申し込み）

◉第２回うしはく座談会「切手にみる世界のウシ品種」

日土 14:00 ～　入館・聴講無料

衣川総合支所 市民交流サロン（問本庁歴史遺産課☎34-1315)

◉発掘された奥州市展 2020-2021「中世の譜－胆沢・江

　刺郡の城館とその時代－」 日木～ 日木の平日　観

　覧無料

◉奥州金ケ崎休日診療所 （水沢字多賀21-1☎25-3935）

　【診療時間】8：30～16：00 ※診療は上記の場所で行います

日日 青木　　泉 先生 （青木眼科クリニック）
日 有住　純也 先生 （ありすみ内科クリニック）
日 石川　元子 先生 （石川病院）
日 李　　陽成 先生 （水沢形成外科医院）
日日 丸田　純一 先生 （見分森・丸田クリニック）
日日 村井かほり 先生 （村井小児科クリニック）
日日 渡邉　敏明 先生 （わたなべ眼科医院）
日日 阿部　佐倉 先生 （さくらクリニック）

◉日曜歯科当番医　　 　【診療時間】9：00～12：00

日日 こだま歯科クリニック ☎ 23-4181（水沢羽田町駅南）
日日 ささき歯科医院 ☎ 24-5418（水沢字柳町）
日日 さくらば歯科医院 ☎ 47-2033（胆沢小山字峠）
日日 松本歯科医院 ☎ 44-5578（金ケ崎町西根西地蔵野）
日日 神尾歯科クリニック ☎ 28-1182（水沢上姉体）

◉日曜当番整骨院　　 　【診療時間】9：00～15：00

日日 及川整骨院 ☎ 23-7187（水沢大手町）
日日 たかはし整骨院 ☎ 23-8158（水沢真城字北塩加羅）
日日 倉本整骨院 ☎ 22-6788（胆沢小山字川北）
日日 おおまち整骨院 ☎ 47-4110（水沢字大町）
日日 星整骨院 ☎ 25-3742（水沢福吉町）

市武家住宅資料館（☎22-5642）

�５月の休館日

水沢＝毎週月、４日 、５日 江刺＝毎週月、４日 、５日 、18 日火～ 30 日日（蔵書点検のため）　前沢＝毎週月、

４日 、５日 　　胆沢＝毎週月、４日 、５日 　　衣川＝３日 、４日 、５日

毎月４日は「奥州市家庭読書の日」
家族みんなで本を読む時間を作ってみませんか

奥州市立
図書館

水沢図書館（☎ 23-3372）

◉企画展「絵本で世界を知ろう！」　～ 日木
◉手づくり絵本巡回展　 日金～ 日日

江刺図書館（☎ 34-1078）

◉企画展「ベスト・リーディング 2020」～ 月

日日
◉お話びっくり箱　 日日 10:30 ～

前沢図書館（☎ 56-6781）

◉資料展「わたし流で暮らし上手、心地よい毎

　日」　～ 日水
◉資料展「生き方・考え方・リラックス～１人　

　で悩まず、あんしん生活」　～ 月 日日
◉資料展「異世界ファンタジーに夢中です！」

日金～ 月 日日

胆沢図書館（☎ 46-2133）
◉テーマ絵本「おいしいパンだよ!めしあがれ!」 

　～ 日水
◉企画展「多様性ってなんだろう？」 日土～

月 日木
◉おはなしこんにちは　 日日 10:30 ～

◉話題ＰｉｃｋＵｐ！「俳句のススメ～夏井い

　つき先生をむかえて～」 日木～ 月 日日
衣川セミナーハウス（☎ 52-3900）

◉子ども映画会　 日土 13:10 ～ 13:40

◉おらほのきねま 日土 14:00 ～ 16:00

◉企画展「色がもたらす読書」　 日月～ 日日
◉おはなしのじかん 日月 15:30 ～ 16:00

高野長英記念館（☎23-6034） 毎週月 200 円

◉開館 50 周年記念企画展テーマ「真理を追い求めた高

　野長英の生涯」　春の企画展～向上心に燃え、蘭学に

　励んだ江戸遊学時代～　～ 月 日日
　（学芸調査員による展示説明会　 日土 13:30 ～）

後藤新平記念館（☎25-7870） 毎週月 200 円

◉「輪読会」後藤新平を読む　 日木 10:00 ～ 11:30　

　視聴コーナー 初回参加者へテキスト貸し出し どな

　たでも参加可能

市武家住宅資料館（☎22-5642） 毎週月 無料

◉春の企画展「奥州市所蔵資料で見る日本絵画の愉
たの

し

　み方　入門」　～ 月 日日
　（学芸調査員による展示説明会　 日 13:30 ～）

えさし郷土文化館（☎31-1600） 年中無休 300 円

◉館長のツキイチ講座　奥州藤原氏時代の文字・経塚

　について―併せて岩手県内出土の古代文字概観―

日日13:30～　資料代300円　定員30人（要申し込み）

･･･ 休館日　 ･･･通常入館料

　水沢出身の南宗派画人、佐藤耕雲

の作。小川を渡る鹿の親子を中心に

野草や老松が配されている。絵の具

の濃淡と余白によって、靄
もや

の中にうっ

すら浮かぶように描かれた後方の松

が、空間の広がりを表現している。

◉普通救命講習会
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本年度予定し

ていた普通救命講習会は、当面の間、中止します。

　万が一に備える大切な講習会ではありますが、ご理解と

ご協力をお願いします。

▷問い合わせ…奥州金ケ崎行政事務組合消防本部消防救急

課救急係（☎24-7211）

※高野長英・後藤新平・斎藤實・菊田一夫記念館、市武家住宅資料館、　
　牛の博物館 ･･･ゴールデンウィーク期間中（４/29 ～５/５）開館、 

　６日木休館

※高野長英・後藤新平・斎藤實記念館、牛の博物館 ･･･５日 子ど
　もの同伴者は入館無料


