
！症状に合った適正な受診を！

　救急医療は単なる時間外診療で

はなく、命に関わる重症者や入院・

手術が必要な患者のための医療で

す。診療時間内の受診と同じよう

に利用すると、ただちに治療を受

けるべき患者の受診に支障をきた

します。

　急を要しない場合は、通常の診

療時間に受診する他、夜間急患診

療所や休日救急当番医の利用にご

協力ください。

日 紫波・矢巾 盛岡南≪内科≫ 盛岡≪外科・整形外科≫ 盛岡≪小児科≫ 歯科

4日

㈰

野崎内科・神経内科医院 ゆい内科呼吸器科クリニック 三本柳かんのクリニック 村 田 小 児 科 医 院 ※歯科休日救急当番医の

診療時間は午前 9時～正午紫波町高水寺☎671-2011 向中野☎631-1159 三本柳☎638-7070 紺屋町☎622-7132

11日

㈰

南矢巾ハートクリニック 工藤内科ハートクリニック たにむらクリニック 臼井循環器呼吸器内科・小児科 流通センター歯科診療所

南矢幅☎698-1010 中ノ橋通☎653-6811 本宮☎601-2990 松園☎662-9845 流通センター南☎638-5165

18日

㈰

成田内科胃腸科医院 大 澤 ク リ ニ ッ ク 大 澤 ク リ ニ ッ ク 川 久 保 病 院

又兵エ新田☎698-1212 茶畑☎652-0038 茶畑☎652-0038 津志田☎635-1305

22日

㈭

平 井 医 院 いしい内科・糖尿病クリニック ヒロバランスクリニック 中村こどもクリニック

日詰☎672-3200 中ノ橋通☎601-2277 松園☎664-6037 上厨川字杉原☎648-7711

23日

㈮

徳 永 整 形 外 科 マリオス小林内科クリニック とみさわ甲状腺・乳腺のクリニック盛岡 杜のこどもクリニック

南矢幅☎697-1101 盛岡駅西通☎621-5222 大通☎681-3652 向中野☎631-1160

25日

㈰

おぼない内科クリニック もりおか往診ホームケアクリニック 栃 内 病 院 さいとう小児科クリニック 平野歯科クリニック

南矢幅☎698-1190 北飯岡☎614-0133 肴町☎623-1316 月が丘☎643-7171 流通センター南☎637-3788

◆夜間急患診療所（午後 7 時～午後 11 時）盛岡市神明町 ☎ 654-1080

（お願い） かぜなどの軽い症状の場合、午後７時から午後 11 時までは夜間急患診療所をご利用ください。

※土曜日は、病院によって診療の有無や時間が異なりますので、直接各病院にお問い合わせください。

7 月の休日救急当番医　◎診療時間 9：00 ～ 17：00（紫波・矢巾の医療機関を受診する際は、事前に電話連絡をお願いします）

夜間 小児救急入院受入病院
◎受付時間 17：00～翌日 9：00　（（土曜日は 13：00～翌日 9：00土曜日は 13：00～翌日 9：00）

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
夜間急患診療所の診療時間外に急病の子どもを受け入れます。

当 番 医

岩手県立中央病院

盛岡市上田 1-4-1 ☎ 653-1151

国立病院機構盛岡医療センター

盛岡市青山1-25-1☎647-2195

盛岡赤十字病院

盛岡市三本柳 6-1-1 ☎ 637-3111

中央

国立

日赤

なかざわ みゆちゃん すがわら えいくくん たにぐち しまちゃん さとう こうくん なかつか ゆなちゃん

7 月7 月

※新型コロナウイルス感染症対策のため、広報紙に掲載済みの行事が延期・中止となる場合があります。
また、行事に参加する場合はマスク着用や消毒など、感染症対策へご協力ください。

日 月 火 水 木 金 土

1

中央

2

日赤

3

国立

4

中央

5

日赤

6

中央

7

国立

8

日赤

9

中央

10

中央

11

日赤

12

中央

13

日赤

14

国立

15

中央

16

日赤

17

中央

18

中央

19

日赤

20

中央

21

国立

22

中央

23

国立

24

中央

25

日赤

26

日赤

27

中央

28

国立

29

中央

30

国立

31

中央
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●福祉課（福祉係☎ 611-2572、生活相談係☎ 611-2575）

●子ども課（子育て家庭支援係☎ 611-2772、子どもあんしん係☎ 611-2774・2831）

●健康長寿課（長寿支援係☎ 611-2821、健康づくり係☎ 611-2822、医療給付係☎ 611-2823）

●地域包括支援センター（☎ 611-2855）

※子育て世代活動支援センター「どんぐりっこ」　（矢幅駅東口「やはぱーく」3階）
　開館時間：午前 9時～午後 5時 30分　（毎週水曜日は休館）　☎ 656-6630

【矢巾中央幼稚園・保育園 3 歳児】

はなり こうきくん おのでら ゆあちゃん おがさわら りくとくん よこやま あすなちゃん みずもと しゅんたろうくん

　行事はすべて、予約が必要です。

事前にお問い合わせください。子育

て相談も受け付けていますので、お

気軽にご相談ください。

 ａｉａｉひろば 
●会場　さわやかハウス（☎ 697-1567）
なかよしデー
対象　2カ月～おおむね3歳未満の乳幼児と家族
日時　毎週火～木曜日9：15～ 15：00
プレママ&ぽかぽか広場（定員10組）
 5 日㈪ 5 日㈪ 10：00 ～ 11：00 10：00 ～ 11：00   
7～12カ月の乳児と家族

 19 日㈪ 19 日㈪ 10：00 ～ 11：00 10：00 ～ 11：00   
妊婦、2～6カ月の乳児と家族

子育て講習会（定員 10 組）
「運動してあそぼう」

対象　12カ月～就園前までの幼児と家族
日時　26日㈪ 10：00～ 11：00
 うさちゃんのへや 
会場　不動児童館（☎ 697-6981）
対象　2カ月～おおむね3歳未満の乳幼児と家族
日時　火・木・金曜日10：00～ 15：00
 講習会 講習会 　9日㈮ 10：00～ 11：00
「親子でヨガ」（定員 10組）

 さくらんぼ広場 
会場　矢巾東児童館（☎ 611-1010）
対象　2カ月～おおむね3歳未満の乳幼児と家族
日時　月・水・土曜日 9：00～ 12：00
 講習会  講習会 　14 日㈬ 10：00～ 11：00
「魚つりあそび」（定員 8組）

子育て・親子交流（7月）子育て・親子交流（7月）新型コロナワクチンの予約、接種のお知らせ新型コロナワクチンの予約、接種のお知らせ
　町は新型コロナワクチン接種を実施しています。対象年齢の方には接種券を

お送りしています。予約方法や接種会場へ行く際の注意点などは、下記をご覧

ください。

【7 月上旬予定】65 歳未満の方へ接種券送付【7 月上旬予定】65 歳未満の方へ接種券送付

　65 歳未満の方への接種券（クーポン券）の発送は、7 月上旬を予定してい

ます。職域接種などで早めに接種券が必要な方は、町コロナワクチン予約セン

ター（☎ 0120-0567-69）にご連絡ください。

接種される方へお願い 接種される方へお願い 

　ワクチン接種では、来場された方がスムーズに接種を受けられるよう、時間

帯ごとに人数を制限して受け付けています。

　そのため、ご自身が予約した時間以外に来場すると、混雑した会場で長時間

待たなければならなくなり、加えて、予約時間を守って来場した方も必要以上

に待つこととなります。

　予約時間どおりに来場することで、全ての方が円滑に接種を受けられること

につながりますので、皆さんのご理解とご協力をお願いします。

※熱中症対策のため、水などの飲み物を持参し、こまめに水分補給をするよう

ご協力をお願いします。

●接種会場へ行く場合の服装　半そでのシャツなど、上着を着ていても肩を出

しやすい服装　※ワクチン接種は肩のあたりに行うため

 予約方法 

●電話　平日午前 9時～午後 6時 30分に、町コロナワクチン予約センター（☎

0120-0567-69）へ。

●ウェブ　町ホームページのワクチン接種に関する情報をご覧ください。

※ QR コードからもアクセスできます。

 問い合わせ 

●岩手県新型コロナワクチン専門相談コールセンター

接種による副反応など、専門的な相談に応じます。

☎0120-895-670　毎日午前9時～午後9時

●矢巾町新型コロナワクチンに関する相談窓口

ワクチンに係る相談全般に応じます。

☎0120-150-533　平日午前8時30分～午後5時15分

※混乱を避けるため、医療機関へのお問い合わせ

はお控えください。

 中止事業のお知らせ  中止事業のお知らせ 

　新型コロナウィルス感染症対策のため下記事業が中止となります。

 町敬老会 ..※今年度 88 歳（米寿）となる方には、9 月に町から記念

品をお届けします。

●問い合わせ　役場健康長寿課長寿支援係（☎ 611-2821）

 岩手医科大学市民公開講座 

●問い合わせ　岩手医科大学学務部（☎ 651-5111.内線 5539）
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