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小児救急病院
（医　大）

小児救急病院
（中　央）

小児救急病院
（医　大）

小児救急病院
（中　央）

小児救急病院
（日　赤）

■博物館休館日
■図書館＝自然散策会「安比
高原の自然と植物」【受付】　
8：45～9：00
■生涯学習課＝県民体育大会
ゴルフ競技（南部富士カント
リークラブ）

■図書館休館日
■大更公民館＝成人趣味講座
「陶芸教室」　10：00～12：00
■安代地区公民館＝多肉植
物のアレンジ　18：30～20：00
（細野公民館）
■生涯学習課＝西根地区男
女混合ゲートボール大会　
9：00～17：00（市総合運動公
園野球場）
■博物館＝企画展「原敬、小
山田佐七郎を想うー田山に
眠る、小山田先生を訪ねて」　
9：00～16：30 ※７月31日まで

■市役所本庁窓口延長日　
17：15～19：00（市民課ほか）

■大更公民館＝まちの保健室
【受付】　10：00～11：30
■健康福祉課＝もうすぐ
パパママ教室〔要申し込み〕　
18：30～20：30（西根地区市民
センター）
■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～
■安代地区公民館＝陶芸教室　
10：00～12：00（五日市公民館）

■松尾地区公民館＝ガーデニ
ング講座　13：30～15：30（松
尾コミュニティセンター）

小児救急病院
（中　央）

小児救急病院
（川久保）

小児救急病院
（中　央）

小児救急病院
（日　赤）

小児救急病院
（医　大）

■図書館休館日
■博物館休館日
■健康福祉課＝肺がん検診、
特定・長寿健診など【受付】　
9：30～11：00、13：30～14：00
（南寄木集落センター）
■商工観光課＝岩手山山開き　
6：00～6：30（岩手山焼走り国
際交流村）

■図書館休館日
■健康福祉課＝肺がん検診、
特定・長寿健診など【受付】　
10：00～10：30（中沢分館）、
13：30～14：30（松尾保健セン
ター）
■健康福祉課＝乳児健診【受
付】　13：00～13：15（西根地区
市民センター）

■市役所本庁窓口延長日　
17：15～19：00（市民課ほか）
■健康福祉課＝肺がん検診、
特定・長寿健診など【受付】　
9：30～11：00、13：30～14：30（松
尾保健センター）
■健康福祉課＝３歳児健診
【受付】　9：00～9：30（西根地
区市民センター）
■図書館＝読書マラソン受付
開始
■松尾地区公民館＝移動図書
館　12：30～14：50

■広報はちまんたい発行日
■健康福祉課＝肺がん検診、
特定・長寿健診など【受付】　
9：30～11：00、13：30～14：00（柏
台地区センター）
■松尾地区公民館＝移動図書
館　12：30～14：40
■寺田公民館＝青少年教室
（茶道）　15：30～

■健康福祉課＝肺がん検診、
特定・長寿健診など【受付】　
10：00～10：30（谷地中分館）、
13：30～14：30（新田生活改善
センター）
■寺田公民館＝成人講座「自
然を歩こう」　6：00～18：00
（秋田県大館市田代岳）
■商工観光課＝あしろ hana
花フェスタ　10：00～16：00
（荒屋新町商店街ほか）※７
日まで

小児救急病院
（日　赤）

小児救急病院
（川久保）

小児救急病院
（中　央）

小児救急病院
（医　大）

小児救急病院
（中　央）

■博物館休館日
■健康福祉課＝肺がん検診、
特定・長寿健診など【受付】　
10：00～10：30（上寄木分館）、
13：30～14：30（田頭公民館）

■図書館休館日
■健康福祉課＝肺がん検診、
特定・長寿健診など【受付】　
10：00～10：30（土沢地区集落
センター）、13：30～14：00（笹
目公民館）
■健康福祉課＝１歳児健診
【受付】　13：00～13：15（西根地
区市民センター）、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）
■安代地区公民館＝移動図書
館（荒沢地区）
■田頭公民館＝「曙大学」　
9：30～15：00

■市役所本庁窓口延長日　
17：15～19：00（市民課ほか）
■健康福祉課＝肺がん検診、
特定・長寿健診など【受付】　
10：00～10：30（五百森公民館）、
13：30～14：30（平舘体育館）
■健康福祉課＝１歳６カ月児
健診【受付】　9：00～9：30（西
根地区市民センター）
■寺田公民館＝女性講座「移
動教室」　8：45～17：30（宮古
市水産科学館）
■安代地区公民館＝移動図書
館（田山地区）
■生涯学習課＝トレーニング
講習会　18：30～20：30（市総
合運動公園体育館）、ビーム
ライフル体験教室【受付】18：
30～（安代地区体育館）

■健康福祉課＝肺がん検診、
特定・長寿健診など【受付】　
9：30～11：00、13：30～14：30（平
館体育館）
■健康福祉課＝乳幼児健康相
談・離乳食講習【受付】〔要申
し込み〕　9：30～9：50（田頭公
民館）
■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～
■生涯学習課＝全国高等学校
野球選手権記念岩手大会（市
総合運動公園野球場）※14日
まで

■健康福祉課＝肺がん検診、
特定・長寿健診など【受付】　
9：30～11：00、13：30～14：30（寺
田公民館）
■図書館＝あみぐるみ教室　
10：00～15：00
■大更公民館＝ウオーキング
教室　10：00～12：00

小児救急病院
（医　大）

小児救急病院
（川久保）

小児救急病院
（医　大）

小児救急病院
（中　央）

小児救急病院
（日　赤）

■海の日
■市役所閉庁日

■図書館休館日
■博物館休館日
■健康福祉課＝肺がん検診、
特定・長寿健診など【受付】　
10：00～10：30（若谷地公民館）、
13：30～14：00（荒木田地区集
落センター）

■市役所本庁窓口延長日　
17：15～19：00（市民課ほか）
■健康福祉課＝肺がん検診、
特定・長寿健診など【受付】　
10：00～10：30（山子沢公民館）、
13：30～14：30（大更公民館）
■田頭公民館＝子ども映画会
など　15：50～（平笠学童保育
クラブ）

■広報はちまんたい発行日
■健康福祉課＝肺がん検診、
特定・長寿健診など【受付】　
9：30～11：00、13：30～14：00
（大更公民館）
■図書館＝本のクリニック　
10：00～15：00
■大更公民館＝成人趣味講座
（まわり灯ろう）　10：00～12：00
■田頭公民館＝子ども映画会
など　15：30～（田頭学童保育
クラブ）

■健康福祉課＝親子教室【受
付】　9：40～9：55（西根地区市
民センター）
■松尾地区公民館＝ガーデニ
ング講座　13：30～15：30（松
尾コミュニティセンター）
■安代地区公民館＝「花ト
レッキング！」　8：30～16：00
（八幡平）

小児救急病院
（医　大）

小児救急病院
（中　央）

■市役所閉庁日
■生涯学習課＝県民体育大会
ラグビー競技（上寄木グラウ
ンド）※30日まで
■安代地区公民館＝マーブル
アート　13：00～15：00（五日
市公民館）

■市役所閉庁日
■平舘公民館＝地区ソフト
ボール大会　9：00～15：00（平
舘小学校ほか）
■田頭公民館＝地区体育祭　
8：30～（田頭小学校ほか）
■生涯学習課＝松尾地区ふ
れあいスポーツ大会　8：30～
（松尾総合運動公園ほか）

小児救急病院
（こども）

小児救急病院
（中　央）

■市役所閉庁日
■健康福祉課＝肺がん検診、
特定・長寿健診など【受付】　
6：30～9：00（松尾コミュニ
ティセンター）
■図書館＝新刊子どもの本を
読む会　10：00～11：30
■生涯学習課＝県民体育大会
バスケットボール競技（市総
合運動公園体育館ほか）、県
民体育大会ライフル競技（田
山射撃場ほか）、市サマーチャ
レンジカップ少年サッカー交
流大会（中沢グラウンド）※７
日まで、市子どもフェスティ
バル【受付】　8：30～（アリー
ナまつお）
■市体育協会本部＝市長杯ゴ
ルフ大会　8：45～16：00（安比
高原ゴルフクラブ）

■市役所閉庁日
■寺田公民館＝地区ソフト
ボール大会　8：00～（寺田小
学校）
■市商工会安代支所＝ぶらっ
と一日体験工房　9：00～16：00
（荒屋新町商店街ほか）
■市体育協会本部＝西根地
区ソフトボール大会　8：00～
17：00（市総合運動公園多目的
グラウンド）

小児救急病院
（中　央）

小児救急病院
（日　赤）

■市役所閉庁日
■図書館＝八幡平短歌会　
13：00～15：30、おはなしのじ
かん　14：30～15：00
■生涯学習課＝岩手インター
ハイ記念アーチェリー選手権
大会（松尾陸上競技場）※15日
まで
■商工観光課＝大更ガーデ
ンフェスティバル　11：00～
20：30（フーガの広場）

■市役所閉庁日
■商工観光課＝岩手山焼走
りマラソン全国大会【受付】　
7：30～8：50（岩手山焼走り国
際交流村）

小児救急病院
（こども）

小児救急病院
（医　大）

■市役所閉庁日
■図書館＝読書マラソン開始

■市役所閉庁日
■健康福祉課＝肺がん検診、
特定・長寿健診など【受付】　
6：30～9：00（西根地区市民セ
ンター）
■生涯学習課＝トレーニング
講習会　9：30～11：30（市総合
運動公園体育館）

休日救急当番医（昼休み時間を除く）
当 番 日 病 院 名 電 話 番 号

６月30日㈰
（市　内）　東八幡平病院 78-2511
（鹿角市）　笹村整形外科 　0186-30-0035

７月７日㈰
（市　内）　西根病院 　76-3111
（鹿角市）　長橋医院 0186-23-7612

７月14日㈰
（市　内）　平舘クリニック 74-3120
（鹿角市）　かづの厚生病院 0186-23-2111

７月15日㈪
（市　内）　吉田内科呼吸器科医院 70-1100
（鹿角市）　大湯リハビリ病院 0186-37-3511

７月21日㈰
（市　内）　森整形外科 76-2318
（鹿角市）　本田医院 0186-35-3002

岩手医大・県立中央病院の出張診療日
病 院 名 診 療 科 目 診 療 日 時

西 根 病 院（☎ 76-3111）

呼　吸　器　 第１月曜日　14：00～
腎　　　臓　 第３月曜日　14：00～
血　　　液　 第３水曜日　14：00～
神　　　経　 第３木曜日　14：00～
糖　尿　病※ 毎週火曜日　午前中
循　環　器※ 第２水曜日　13：30～

安代診療所（☎ 72-3115） 外　　　科　 毎週木曜日　午前中
※ 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。
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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
相 談 名 日 時 場 所 担当（予約先）

定期健康相談 　６月26日㈬　
　 9：30～10：30 平舘公民館 健康福祉課

（☎・内線1174）
盛岡消費生活センター
出前相談会（要予約）

　７月９日㈫
13：00～16：00 西根地区市民センター 市民課

（☎・内線1121 ）

人権相談 　７月10日㈬
　 9：00～12：00

西根地区市民センター、松尾
総合支所、安代若者センター

市民課
（☎・内線1131 ）

年金相談（要予約） 　７月10日㈬
10：00～15：30 西根地区市民センター 盛岡年金事務所

（☎019-623-6211）
福祉の仕事
定期出張相談

　７月18日㈭
13：30～15：30 西根地区市民センター 市民課

（☎・内線1122）
くらしとお金の
安心相談会（要予約）

　７月19日㈮
10：00～15：00 西根地区市民センター 市民課

（☎・内線1121 ）

定例行政相談
9：30～12：00

７月16日㈫      松尾総合支所     （松尾地域振興課☎・内線2109 ）
７月19日㈮      田山支所　　 　 （安代地域振興課☎・内線3122 ）
７月20日㈯      西根地区市民センター　  （総務課☎・内線1223 ）

小児救急入院受入当番病院
病 院 名 電 話 番 号 当 番 日
岩手県立中央病院（中央） 019-653-1151

カレンダー内の
日付右側に毎日
掲載しています

岩手医科大学付属病院（医大） 019-651-5111
盛岡赤十字病院（日赤） 019-637-3111
もりおかこども病院（こども） 019-662-5656
川久保病院（川久保） 019-635-1305
盛岡市夜間急患診療所
（盛岡市神明町３－29、盛岡市保
健所２階）　※内科、小児科

019-654-1080 全日
19：00～23：00

◆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
　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
　上記の時間以外→小児救急入院受入当番病院

今月の納期　（納期限７月１日）　市・県民税（第１期）

６月24日～７月21日

月 Monday 火 Tuesday 水Wednesday 木 Thursday 金 Friday 土 Saturday 日 Sunday




