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小児救急入院受入当番病院

当番日電話番号病院名

カレンダー内の
日付右側に毎日
掲載しています

０１９-６５３-１１５１岩手県立中央病院（中央）

０１９-６５１-５１１１岩手医科大学付属病院（医大）

０１９-６３７-３１１１盛岡赤十字病院（日赤）

０１９-６６２-５６５６もりおかこども病院（こども）

０１９-６３５-１３０５川久保病院（川久保）

◆平日・土曜日の夜間の小児救急受診先

１９：００～２３：００→盛岡市夜間急患診療所（０１９-６５４-１０８０）

上記の時間以外→小児救急入院受入当番病院

◆日曜日・祝日の小児救急受診先

９：００～１７：００→休日救急当番医

１９：００～２３：００→盛岡市夜間急患診療所（０１９-６５４-１０８０）

上記の時間以外→小児救急入院受入当番病院

岩手医大・県立中央病院の出張診療日

診療日時診療科目病院名

第１月曜日 １４:００～呼 吸 器

西 根 病 院（７６-３１１１）

第３月曜日 １４:００～腎 臓

第３水曜日 １４:００～血 液

第３木曜日 １４:００～神 経

毎週火曜日 午前中糖 尿 病※

第２水曜日 １３:３０～循 環 器※

毎週木曜日 午前中外 科安代診療所（７２-３１１５）

※糖尿病、循環器は内科で初診を受け、医師が必要と判断した場合、次回から予約

受診になります。診療日は変更する場合があります。電話で事前確認願います。

休日救急当番医（昼休み時間を除く）

電話番号病院名当番日

７６-３１１１（市 内）西根病院
２月２６日

０１８６-３１-１２３１（鹿角市）三ケ田医院

７４-３１２０（市 内）平舘クリニック
３月４日

０１８６-３０-０１１１（鹿角市）いけがみクリニック

７０-１１００（市 内）吉田内科呼吸器科医院
３月１１日

０１８６-２２-７３３５（鹿角市）なかのクリニック

７６-２３１８（市 内）森整形外科
３月１８日

０１８６-２２-１２５１（鹿角市）大里医院

小児救急病院

（医 大）26小児救急病院

（中 央）25
■市役所閉庁日

■生涯学習課＝第８５回全日本

学生スキー選手権大会（ノル

ディック競技） 受付９：００～

（田山クロスカントリーコー

スほか、２９日まで）

■図書館＝市立図書館２０周年

記念の集い（主催ＮＰＯ法人みみずく）

１４：００～１６：００、おはなしの

じかん １１：００～１１：３０

■市役所閉庁日

■田頭公民館＝曙大学閉講式

１０：００～１４：００

■寺田公民館＝シェイプアッ

プヨーガ教室② １３：３０～１５：

００

小児救急病院

（中 央）４小児救急病院

（こども）３
■市役所閉庁日

■大更公民館＝大更公民館

サークル発表会 １０：００～１４：

００

■図書館休館日・蔵書点検

■市役所閉庁日

■平舘公民館＝なんでも道場

⑩閉講式・花寿司を作ろう

９：３０～１２：００

■寺田公民館＝シェイプアッ

プヨーガ教室③ １３：３０～１５：

００

■図書館休館日・蔵書点検

小児救急病院

（医 大）11小児救急病院

（中 央）10
■市役所閉庁日

■寺田公民館＝寺田公民館ま

つり ９：００～１７：００

■体育協会＝第２３回松尾八幡

平アルペンスキー大会 受付

７：００～（八幡平リゾート下倉

スキー場）、トレーニング室

講習日 ９：３０～１１：３０(市総合

運動公園体育館)

■市役所閉庁日

■寺田公民館＝寺田公民館ま

つり ９：００～１７：００

■図書館＝新刊子どもの本を

読む会 １０：００～１１：３０、短歌

を楽しむ会 １３：００～１５：３０、

おはなしのじかん １４：３０～

１５：００

小児救急病院

（医 大）18小児救急病院

（中 央）17
■市役所本庁窓口臨時開庁日

８：３０～１７：１５（市民課ほか）

■市役所閉庁日

■図書館＝あみぐるみ教室作

品展 （１８日まで、最終日は

１５：００終了）

各種相談 ※相談名欄に（要予約）と記載のある相談は、事前予約が必要

担当（予約先）場所日時相談名

市民課

(・内線１１３４)
西根地区市民センター

３月１６日

１０：００～１５：００

くらしとお金の安心相

談（要予約）

市民課

(・内線１１３４)

西根地区市民センター、松尾

総合支所、安代若者センター

３月１２日

９：００～１２：００
特設人権相談

商工観光課

(・内線１２６３)
西根地区市民センター

３月１３日

１３：３０～１５：３０
福祉の仕事定期相談

保健課

(・内線１１５４)
西根地区市民センター

３月１２日

１３：３０～１６：００

こころの健康相談

（要予約）

保健課

(・内線１１５６)
平舘公民館

２月２２日

９：３０～１０：３０
定期健康相談

盛岡年金事務所

(０１９-６２３-６２１１)
西根地区市民センター

３月１５日

１０：００～１５：３０
年金相談（要予約）

２/２０ 西根地区市民センター（西根地域振興課・内線１１２２）

２/２０ 松尾総合支所（松尾地域振興課・内線２１０７）

２/２０ 安代総合支所（安代地域振興課・内線３１２３）

行政相談

９：００～１２：００

市民課

（・内線１１３５）

２/２１、１３：００～１６：００岩手町総合開発センター

３/６、１３：００～１６：００西根地区市民センター

悪質商法トラブル・多

重債務相談（要予約）
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小児救急病院

（中 央）2小児救急病院

（日 赤）2小児救急病院

（こども）22小児救急病院

（川久保）21小児救急病院

（日 赤）
2

■保健課＝親子教室 受付

９：４０～９：５５（西根地区市民セ

ンター)

■田頭公民館＝バレエエクサ

サイズ １０：００～１２：００

■寺田公民館＝七時雨大学⑭

「閉講式」 １０：００～１３：００

■議会事務局＝市議会第１回

定例会・市長施政方針演述ほ

か １０：００～（予定）

■市役所本庁窓口延長日

１７：１５～１９：１５（市民課ほか）

■寺田公民館＝オカリナ教室

１０：００～１２：００

■安代地区公民館＝蔵書点検

（図書室休み）

■田頭公民館＝楽しい料理教

室⑤まとめ ９：３０～１３：００

■平舘公民館＝ＰＰバンドで

実用かご作り教室 ９：００～

１６：３０

■寺田公民館＝詩吟講座

１３：３０～１６：００

■松尾地区公民館＝手編み講

座 １０：００～１５：００

■安代地区公民館＝蔵書点検

（図書室休み）

■図書館休館日

■松尾地区公民館＝韓国語講

座 １０：００～１１：３０

■図書館＝昭和史を学ぶ会

１３：３０～１５：３０

小児救急病院

（日 赤）

小児救急病院

（中 央）

小児救急病院

（医 大）2小児救急病院

（日 赤）28小児救急病院

（中 央）27
■生涯学習課＝第３６回全日本

マスターズスキー選手権 い

わて八幡平大会 １２：００～

（田山クロスカントリーコー

スほか、４日まで）

■松尾地区公民館＝ちぎり絵

講座 １３：００～１５：００

■図書館休館日・蔵書点検

■広報はちまんたい発行日

■寺田公民館＝幼児映画会

１０：００～（寺田保育所）、子

ども映画会 １５：２０～

■図書館休館日・蔵書点検

■市役所本庁窓口延長日

１７：１５～１９：１５（市民課ほか）

■平舘公民館＝ＰＰバンドで

実用かご作り教室 ９：００～

１６：３０

■安代地区公民館＝移動講

座：五日市地区「料理と軽運

動」 １０：００～１４：００（五日市

公民館）

■図書館休館日

■松尾地区公民館＝韓国語講

座 １０：００～１１：３０

小児救急病院

（日 赤）

小児救急病院

（中 央）

小児救急病院

（医 大）

小児救急病院

（川久保）

小児救急病院

（中 央）

■保健課＝乳児健診 受付

１２：４５～１３：００（安代保健セン

ター）、１歳児健診 受付１２：

４５～１３：００（同）、１歳６カ月児

健診 受付１３：００～１３：１５（同）、

３歳児健診 受付１３：１５～１３：

３０（同）

■田頭公民館＝バレエエクサ

サイズ １０：００～１２：００

■松尾地区公民館＝ちぎり絵

講座 １３：００～１５：００

■図書館休館日・蔵書点検

■議会事務局＝市議会第１回

定例会・一般質問 １０：００～

（予定）

■保健課＝乳児健康相談・離

乳食講習 受付９：３０～９：５０

（田頭公民館)

■松尾地区公民館＝移動図書

１２：３０～１５：０５（松 尾 地 区

内）

■図書館休館日・蔵書点検

■議会事務局＝市議会第１回

定例会・一般質問 １０：００～

（予定）

■市役所本庁窓口延長日

１７：１５～１９：１５（市民課ほか）

■保健課＝３歳児健診 受付

９：００～９：１５（西根地区市民セ

ンター)

■寺田公民館＝オカリナ教室

１０：００～１２：００

■松尾地区公民館＝移動図書

１２：３０～１５：０５（松 尾 地 区

内）

■図書館休館日・蔵書点検

■議会事務局＝市議会第１回

定例会・一般質問 １０：００～

（予定）

■保健課＝乳児健診 受付

１３：００～１３：１５（西根地区市民

センター）

■平舘公民館＝ＰＰバンドで

実用かご作り教室 ９：００～

１６：３０

■寺田公民館＝詩吟講座

１３：３０～１６：００

安代地区公民館＝移動講座：

細野地区「エコなフラワーア

レンジ」 １０：００～１２：００（細

野公民館）

■図書館休館日・蔵書点検

■議会事務局＝市議会第１回

定例会・会派代表質問 １０：

００～（予定）

■図書館休館日・蔵書点検

小児救急病院

（中 央）16小児救急病院

（日 赤）15小児救急病院

（こども）1小児救急病院

（川久保）1小児救急病院

（日 赤）12
■田頭公民館＝子ども映画会

１６：００～１７：００（田頭学童）

■松尾地区公民館＝ちぎり絵

講座 １３：００～１５：００

■図書館＝あみぐるみ教室

１０：００～１５：００

■広報はちまんたい発行日

■田頭公民館＝子ども映画会

１５：３０～１６：３０（平笠学童）

■平舘公民館＝老春大学⑧飾

り寿司・桜もち作り ９：３０～

１５：００

■図書館＝本のクリニック

１０：００～１５：００

■市役所本庁窓口延長日

１７：１５～１９：１５（市民課ほか）

■保健課＝１歳６カ月児健診

受付９：００～９：１５（西根地区

市民センター)

■大更公民館＝子ども映画会

１５：００～１５：４５（大更保育所）、

１６：１５～１７：００（大更学童）

■議会事務局＝予算特別委員

会 １０：００～（予定）

■保健課＝２歳６カ月児歯科

健診 受付９：００～９：１５（西根

地区市民センター)１歳児健

診 受付１３：００～１３：１５（西根

地区市民センター)、全血献

血 受付１０：００～１２：３０（安代

総 合 支 所）、１４：３０～１６：３０

（㈱ユニバース西根店)

■図書館休館日

■体育協会＝トレーニング室

講習日 １８：３０～２０：３０(市総

合運動公園体育館)

■議会事務局＝予算特別委員

会 １０：００～（予定）

■議会事務局＝市議会第１回

定例会・議案審議、予算特別

委員会 １０：００～（予定）

暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮ららららららららららししししししししししらしののののののののののの情情情情情情情情情情報報報報報報報報報報カカカカカカカカカカレレレレレレレレレレ情報カレンンンンンンンンンンンダダダダダダダダダダーーーーーーーーーーダー
FridayThursdayWednesdayTuesdayMonday

はちまんたい広報05 今月の納期（納期限２月２９日）国保税（第８期）
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