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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－

７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

７７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】
　 日月 13:10～15:20（□受 13：10まで） □会 水沢保健セン
　ター　□対 出産予定月が４年10月、11月の妊婦
　□予 日金　□問 本庁健康増進課
■離乳食教室（もぐもぐ教室）【要予約】
　 日木 □受 9:30～9:45 □会 水沢保健センター □対 ３年
　11月、12月生まれの乳児の保護者 □予 日月 □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・不育に関する悩
　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 水沢保健センター □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
■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
■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　□会 □問 奥州保健所
■骨髄バンクドナー登録・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
■家族そろって朝食デイ
　 日木は朝食デイです。朝ごはんを食べて、１日を元
　気に過ごしましょう！

休日・夜間診療 ／ 献血

７月

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

･･･ 休館日　 ･･･通常入館料

�７月の休館日

水沢＝毎週月　江刺＝毎週月　前沢＝毎週月　胆沢＝毎週月、１

日金～３日日（蔵書整理のため）　衣川＝ 18 日

◉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

　新型コロナウイルス感染対策のため休診する場合が

あります。最新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。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　奥州金ケ崎行政事務組合（☎ 24-5821）

◉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

水沢図書館（☎ 23-3372）

◉企画展「あそんで つくって まなぶ 夏休み」

　 日金～ 月 日日
◉ミニ企画展「外国児童文学 名作 読みくらべ」

　～ 日日
江刺図書館（☎ 34-1078）

◉企画展「七夕」～ 月 日木
◉企画展「夏休み宿題対策」～ 月 日日
◉お話びっくり箱　 日日 10:30 ～

前沢図書館（☎ 56-6781）

◉資料展「言葉を考える～家庭で、職場で、友

　人間で、ＳＮＳで～」～ 日火
◉資料展「地球について考えよう」～ 月 日火
◉読書カードツアー（小学生以下対象） 日金
　～ 月 日水
◉おはなし広場　 日土 10:30 ～

◉資料展「小学生 16 万人が選んだ最強の本、ここ

　にあり！ 2022（第３回）」 日木～ 月 日木

◉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 野呂　一夫 先生 （野呂外科泌尿器科医院）
日日 千田　正樹 先生 （千田内科クリニック）
日日 長野　雅史 先生 （ながの内科クリニック）
日 冨田　幸雄 先生 （とみた脳神経外科耳鼻咽喉科医院）
日日 花山　寛隆 先生 （花山内科クリニック）
日日 平田　雄大 先生 （ひらた外科内科クリニック）

◉普通救命講習会

心肺蘇生法（ＡＥＤ）を学びませんか。
▷日時・場所… 日日 9：00～12：00　金ケ崎分署
▷対象…中学生以上　　▷定員…５人
▷内容…心肺蘇生法、ＡＥＤの使用法、異物除去法、
  止血法
▷受講料…無料　　▷申込期限… 日金
▷問い合わせ・申込先…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）

◉日曜当番整骨院　　 　【診療時間】9：00～15：00

日日 倉本整骨院 ☎ 22-6788（胆沢小山字川北）
日日 たかはし整骨院 ☎ 23-8158（水沢真城字北塩加羅）
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）
日日 阿部整骨院 ☎ 35-1036（江刺六日町）

◉日曜歯科当番医　　 　【診療時間】9：00～12：00

日日 おおたに歯科医院 ☎ 22-8148（水沢字高屋敷）
日日 ちだ歯科 ☎ 41-3322（前沢駅東）
日日 大手町歯科医院 ☎ 51-8820（水沢大手町）
日日 じゅん歯科クリニック ☎ 51-2118（水沢字桜屋敷西）
日日 はたけやま歯科 ☎ 35-8811（江刺豊田町）

◉献血日程 （県赤十字血液センター☎019-637-7201）

日日 いわて生協コープアテルイ
9：30～12：00

13：30～16：00

日水 水沢信用金庫本店 15：30～17：00

日金 ＮＯＳＡＩ岩手胆江地域センター 9：30～12：00

水沢アスコン 13：30～16：30

日日 スーパーセンタートライアル
水沢上姉体店

10：00～12：00

13：30～16：30
日木 ㈱千田精密工業 9：30～10：30

日日 イオン前沢店
10：00～12：00

13：30～16：30

日 マイヤ水沢店
10：00～12：00

13：30～16：30
◦全会場400㎖献血のみの受け付けです
◦新型コロナワクチンを接種した人は、接種から48時間経過
後に献血をお願いします

胆沢図書館（☎ 46-2133）
◉おはなしこんにちは　 日日 10:30 ～

◉猫ノ図書館「ねこのラーメンやさんパネル展

　～ラーメンはじめました～」 日日～ 月 日日
◉行ってみたい！憧れの宇宙！　 日水～ 月

　 日日
◉ワークショップ「回れ回れ銀河ゴマ !!　宇

　宙のしくみを知ろう～ブラックホールと天の

　川～」　 日土 10:00 ～　※詳細はＰ６参照

衣川セミナーハウス（☎ 52-3900）
◉「食べ物が出てくる絵本」 日土～ 日土
◉どくしょスタンプラリー　 日 ～ 月 日木
◉おはなしのじかん　 日月 15:30 ～ 16:00

◉図書ボランティア　 日木・ 日金 13:00 ～

　15:00

市埋蔵文化財調査センター（☎22-4400） 毎週火 300 円

◉鎮守府探訪講座 2022 第２回「志羅山遺跡第 118 次調

　査から見た平泉の都市形成」　 日日 13:30 ～ 15:00

　参加料 400 円　定員 45 人（要申し込み）

◉古代の宝石トンボ玉をつくろう　 日土・ 日日・
　日土・ 日日 10:00～12:00　参加料1,500円（前払い）　

　各回定員５人（小学４年生以上・要申し込み）

高野長英記念館（☎23-6034） 毎週月 200 円

◉ミニ企画展「勝海舟が語った高野長英」～ 月 日日
後藤新平記念館（☎25-7870） 毎週月 200 円

◉企画展「健児を愛し愛された涙の総長～ボーイスカ

　ウト初代総長就任 100 年～」 日金～ 月 日日
　【企画解説会　 日日 13:30 ～】

◉「輪読会」後藤新平を読む　 日木 10:00 ～ 11:30　

　初回参加者へテキスト貸し出し　どなたでも参加可能

◉後藤新平小検定　 日土～ 月 日日　対象：市内の

　小学５・６年生（解答用紙は学校で配布）

えさし郷土文化館（☎31-1600） 年中無休 400 円

◉発掘された奥州市展 2022「近世の面影―仙台藩北辺

　の要害と屋敷―」 日土～ 月 日日　

◉館長のツキイチ講座　これだけは知っておきたい胆

　江地方の遺跡　 日日 13:00 ～　受講料 400 円

　定員 30 人（要申し込み）

◉写経教室　 日土 12:30 ～ 15:00　参加料 1,000 円　

　定員 20 人（要申し込み）

◉週末ワークショップひろば　 日土・ 日日・ 日
　土・ 日日10:00～15:00（随時受け付け/予約不要）

菊田一夫記念館（☎35-9800） 毎週火  無料

◉企画展「町内屋台写真展」 日土～ 日木

牛の博物館（☎56-7666） 毎週月 400 円

◉第 30 回企画展『黒毛和種の源流をさぐる―但馬地方

　の「蔓
つる

牛
うし

」と飼養文化―』　 日土～ 月 日日
◉うしはく座談会「前沢牛ものがたり」　 日日
　10:30 ～　参加無料（要申し込み）

～企画展示品の中から～

短刀 銘 奥州舞
も

草
くさ

光
みつ

長
なが

（県指定有形文化財）

えさし郷土文化館（☎31-1600）

　平安から室町時代にかけて名声を博し

た奥州刀の代表格で、最盛期は平泉藤原

氏の時代とも伝えられる。刀工たちは

当初、磐井郡の舞草（一関市舞川）を拠

点としたが、鎌倉時代以降は東北地方を

中心に作刀技術を広めた。本作は綾
あや

杉
すぎ

肌
はだ

という独特の鍛
きたえはだ

肌をもつ舞草刀の典型で、

室町時代の作。「光長」の個名も珍しい。


