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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－

★□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

■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
■パパママセミナー【要予約】
　 日土 9:00～12:00 13:00～16:00　□会 水沢保健セン
　ター　□対 出産予定月が４年12月、５年１月の妊婦と
　夫（先着各15組）□予 日水　□問 本庁健康増進課
■離乳食教室（もぐもぐ教室）【要予約】
　 日月 □受 9:30～9:45 □会 江刺保健センター □対 ３年
　12月、４年１月生まれの乳児の保護者 □予 日金
   □問 江刺総合支所健康福祉グループ
■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
■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
　 日日は朝食デイです。みんなで食べるとおいしいね。
　朝食で心と体に栄養を。

休日・夜間診療 ／ 献血

８月

◉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

◉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 樋口　明文 先生 （耳鼻咽喉科樋口医院）
日 李　　陽成 先生 （水沢形成外科医院）
日日 北條　昌芳 先生 （前沢眼科クリニック）
日日 本田　健一 先生 （本田胃腸内科外科）
日日 村井かほり 先生 （村井小児科クリニック）

◉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　水沢消防署
▷対象…中学生以上　　▷定員…10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 古村整骨院 ☎ 24-4542（水沢字三本木）
日日 伊藤整骨院 ☎ 22-3851（水沢南大鐘）
日日 信スパイラル整骨院 ☎ 35-0894（江刺南大通り）
日日 田代整骨院 ☎ 23-5188（水沢太日通り）

◉日曜歯科当番医　　 　【診療時間】9：00～12：00

日日 フォレスト歯科クリニック ☎ 34-3536（水沢花園町）
日日 高野歯科クリニック ☎ 23-2488（水沢字谷地明円）
日日 なつた歯科医院 ☎ 46-4710（胆沢南都田字宇南田）
日日 まえだ歯科クリニック ☎ 36-9100（江刺豊田町）

◉献血日程 （県赤十字血液センター☎019-637-7201）

日水 江刺総合支所
9：30～11：30

13：00～16：30

日木 市役所本庁舎
9：30～11：30

13：00～16：30

日日 いわて生協コープアテルイ
9：30～12：00

13：30～16：00

日日 スーパー・スーパーマーケット
サンエー

10：00～12：00

13：30～16：00

日土 イオン前沢店
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
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奥州市
web 博物館

８月
イベント情報

８８月月 企画展＆イベント情報

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

�８月の休館日

水沢＝毎週月、11 日 　江刺＝毎週月、11 日 　前沢＝毎週月、

11 日 　胆沢＝毎週月、11 日 　衣川＝ 11 日

水沢図書館（☎ 23-3372）

◉企画展「あそんで つくって まなぶ 夏休み」

　～ 日日
◉ＹＡコーナー展示「これ読んで！　水商図書

　委員会の手書きＰＯＰ展」～ 日水
◉企画展「お役立ち！　楽しく快適な生活」

　 日火～ 月 日日
江刺図書館（☎ 34-1078）

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

◉企画展「素敵な 365 日」 日水～ 月 日日
前沢図書館（☎ 56-6781）

◉資料展「地球について考えよう」～ 日火
◉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）」～ 月 日木
◉「こわ～いおはなし会」 日土 14:00 ～

◉資料展「祝！　収穫の秋」 日木～ 月 日水
◉どくしょカードツアー（小学生以下）～ 日水

胆沢図書館（☎ 46-2133）
◉行ってみたい！憧れの宇宙！　～ 月 日日
◉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～」～ 月 日日
◉テーマ絵本「へいわのえほん」 日火～ 日水
◉テーマ展「宿題やろうゼ！　夏」～ 日水
◉乳児向け読み聞かせ「赤ちゃん絵本であそ

　ぼ！」 日木 10:30 ～

◉ナイトライブラリー「怪談ナイト」 日金
　19:15 ～

衣川セミナーハウス（☎ 52-3900）
◉企画展 「戦争特集」 日月～ 日木
◉子ども映画会　 日土 13:10 ～ 13:40

◉おらほのきねま　 日土 14:00 ～ 14:30

◉おはなしのじかん　 日月 15:30 ～ 16:00

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３回「鎮守府胆沢城と蝦夷―

　転換期の城柵と社会―」　 日日 13:30 ～ 15:00

　参加料 400 円　定員 45 人（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

◉新平小検定　～ 日日　対象：市内の小学５・６年

　生（解答用紙は学校で配布）

◉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―」～ 月 日日
めんこい美術館（☎22-5935） 毎週火 無料

◉アーティスト応援プログラム“Ｍｅｅｔｓ Ａｒｔｉｓｔ”

　Ｖｏｌ.７ 瀬川はるひ版画展　 日水～ 日月
◉ワークショップ「紙版画を体験しよう」　 日

　10:00 ～ 12:00　対象：幼児以上　参加料無料　汚れ

　てもいい服装　定員 15 人（要申し込み）

えさし郷土文化館（☎31-1600） 無休 400 円

◉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 13:30 ～　受講料 400 円

　定員 30 人（要申し込み）

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

◉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）

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―』　～ 月 日日
◉ナイトミュージアム　牛博の秘宝を探せ !　 日日
　18:30 ～　参加費 500 円　定員先着 30 人

　持ち物：懐中電灯、飲み物（要申し込み）

◉企画展講演会「和
わ じ ん

人・恒
つねのり

徳・菊
きくたに

谷の思い出」 日日
　10:30 ～　参加無料（要申し込み）

～企画展示品の中から～
勝海舟編「流

りゅう

芳
ほう

遺
い

墨
ぼく

附追
つい

賛
さん

一
いち

話
わ

」
（明治 23 年）

高野長英記念館（☎23-6034）

　著名な人物の書、和歌などの写

真版を集成し、それらの人物の逸

話を記したもの。長英が亡くなる 1

カ月ほど前、勝海舟の元を訪れて

時事談論し、帰り際に荻
おぎゅうそらい

生徂徠の

本を長英が書き写した「軍
ぐんぽう

法不
ふ し ん

審」

を渡したことが書かれている。


