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広 報

・新型コロナワクチンの接種について
・第 45 回全日本競歩能美大会を開催しました
・福島保育園が民営化！園開放と感謝式を行いました

ＧＷは能美市で過ごそう
リニューアルした能美根上駅の注目ポイントを紹介

特　集
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接種したい日時（３週間
間隔で２回）と接種する
場所を決めます

・予診票を事前に記入します
・当日の持ち物を持参します

（クーポン券、予診票、本人確認書類）

・接種後は
15 分～ 30 分の
経過観察をします

　５月８日 までに、65 歳以上の方を対象に、クーポン券（接種券）など新型コロナワクチン接種に必要な書類を
送付します。中身をお読みいただき、接種が終わるまで大切に保管してください。
　なお、「65 歳以上の方」とは、昭和 32 年４月１日以前に生まれた方が対象です。

　４月 26 日の週から高齢者施設入所者と高齢者施設に従事されている方から接種を開始しており、その他の 65 歳以
上の方は、５月 24 日 から接種が始まります。

ワクチンの供給量に応じて２期に分けて、65 歳以上の方（約 13,000 人）を対象に接種を行います。

　再発行が必要な方は、以下のいずれかの方法で申請
をお願いします。
▶ 郵送申請

「能美市新型コロナワクチン接種推進室」まで接種券
再発行申請書（市ホームページからダウンロード可
能）をお送りください。（〒 923-1121　能美市寺井町
ぬ 48 番地） 
▶ 電話申請

コールセンターにご連絡ください。
（☎ 0570‐050670） 

▶ インターネット申請

「コロナワクチンナビ」 から申請
可能です。 
※クーポン券（接種券）の再発
行にはお時間がかかります。ご
了承ください。

　接種場所は、原則能美市内となりますが、以下に該
当する方は、市外での接種も可能です。

１．出産のために里帰りしている妊産婦 
２．単身赴任者 

３．遠隔地へ下宿している学生 
４．ドメスティックバイオレンス、ストーカー行為等、児

童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
５．入院・入所者

６．基礎疾患を持つ者が市外医療機関の主治医のもとで接
種する場合 

７．副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機

関での接種を要する場合 
８．市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受

ける場合
９．災害による被害にあった者 

10．拘留または留置されている者、受刑者 
※１～４に該当する方は、申請が必要です。
※５～ 10 に該当する方は、申請の必要はありません。
接種の流れについては、接種を希望する自治体にお問い合わせ
ください。

５月 10 日 の午前９時から接種の予約が可能です。
電話予約は混み合うことが予想されますので、ＷＥＢ（インターネット）での予約をおすすめします。

　市内の指定医療機関又は集団接種会場で接種可能です。
　詳細については、クーポン券（接種券）に同封されている「接種場所・予約方法のご案内」をご覧ください。

※国からの指示やワクチンの供給状況により、変更となる可能性があります。

※予約および予約の変更は接種日の 1 週間前まで可能です。

※能美市外から発行された接種券をお持ちで、能美市内での接種を希望する方は、コールセンターに連絡してください。

掲載内容は４月 21 日 現在のものです。最新の情報については市ホームページをご覧ください。

ＷＥＢ予約 電話予約

ＱＲコードから市の予約専用ページに
アクセスできます。（24 時間予約可能）

予約専用ページ

５月 ６月 ７月 ８月

65歳以上の方
接種期間①

（約 5,800 人）

65歳以上の方
接種期間②

（約 7,200 人）

上記以外の方

コロナワクチンナビ

新型コロナワクチンの接種について

65歳以上の方に新型コロナワクチンのクーポン券（接種券）を送付します

新型コロナワクチン接種に関する最新情報は、市ホームページで公開しています

接種までの流れ

場合は再発行ができます

やむを得ず能美市外で

接種を受ける場合

ワクチン接種のスケジュールは以下の通りです（令和３年４月21日時点）

接種には必ず予約が必要です

接種場所について

ワクチン接種スケジュール（予定） 予約初日は午前９時から受付開始

おすすめ！

能美市新型コロナワクチン接種コールセンター

能美市新型コロナワクチン接種コールセンター

市ホームページ 問い合わせ

☎０５７０-０５０６７０

☎０５７０-０５０６７０

【平日９時～ 17 時】（通話料がかかります）

【平日９時～ 17 時】（通話料がかかります）

②予約をします

③接種場所に行きます

④接種します

⑤２回目の予約を必ずします

①クーポン券（接種券）
が届きます

指定医療機関

集団接種会場

ＷＥＢ予約

電話予約

※お電話は混雑することが
予想されます

※忘れた場合は接種できません

※通話料がかかります

５月 10 日 ～
予約期間

５月 24 日 ～７月４日
ワクチン接種

７月５日 ～８月 14 日
ワクチン接種

６月 14 日 ～
予約期間

※詳細が決まり次第お知らせします。



ゴールデンウィーク

　　　　

日程

場所 いしかわ動物園　入り口前芝生の広場

特設サイト公開中！
ＧＷは能美市で過ごそう

　市の優れた商品「のみブランド」の販売会を行います。
　販売会場で来園当日の入園券または年間パスポートをご提示いた
だいた方には、ぬり絵やうちわなどのノベルティをプレゼントしま
す。

２月 日５

　４月 29 日新聞折込チラシ掲載のクイズに答え、のみ
商業協同組合加盟店店頭で応募していただくと、抽選
で能美市ゆかりの商品をプレゼントします。（チラシは
加盟店でも配布しています。）

29月 日 16月 日４ ５～期間

のみ商業協同組合（☎ 58主催・問い合わせ

５月 日５～

観光交流課（☎ 58 58 ）問い合わせ

　　　　

日程

場所 能美ふるさとミュージアム　体験棟

９時～ 17時

　能美ふるさとミュージアムの体験棟で、これまで九谷焼作家の方々に絵付けしていただいた九谷焼ウルトラマンシ
リーズの展覧会を開催します。個性あふれる作品が一堂に集いますので、ぜひご覧ください！

２月 日５ 30月 日５～

観光交流課（☎ 58 58 ）問い合わせ

東口のステーションギャラリーでは、市内在住の
九谷焼作家４名（相川志保さん、元女貴之さん、佐
藤剛志さん、福島礼子さん）の作品を展示していま
す。ぜひご自身の目で、その力強さや繊細さを感じ
てください！今後ギャラリーでは、展示する作品を
定期的に入れ替え、その魅力を発信していきます。

改札を出てすぐに目にとまる中央通路インフォメーショ
ンボードの観光ポスターをリニューアルしました。バスロ
ケーションシステムを導入し、更に利便性が高まったコミ
ュニティバス「のみバス」の観光ルートを紹介しながら市
内観光施設の情報をわかりやすく発信しています。

「九谷ぬり絵コンテスト」は、市が毎年開催している企画
で、伝統工芸「九谷焼」の名品の図柄をぬり絵として募集
しています。歴代グランプリ作品５点のパネルを展示中！
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特　集

能美根上駅を徹底解剖

九谷五彩のカラフルな水玉模様が駅を明るく元気に彩りました。「元気でいってらっしゃい！」朝方は清々しく爽やかな朝日が
差し込み、「おかえりなさい。おつかれさま」夕方は穏やかで優しい光が出迎えてくれます。太陽の五彩水玉アートが、ご利用さ
れるすべての皆さまにエールを送ります。

１

３

２

４

朝と夕方で全然雰囲気が違うんです！ 「サンセットスロープ」夕日の階段

見ごたえ抜群！
じっくり
見てほしいです。

市ホームページで
能美根上駅
リニューアルの
写真を多数掲載中！

大きな写真を載せられなくて残念。
ぜひ見に来てほしいスポットです。

３月 14 日にリニューアルした
能美根上駅の注目ポイントを紹介します！

各日先着 200 名

オリジナル メモ帳

プレゼント！

500 円以上の
お買い上げで

ガラポン抽選会に

参加できます！

※初日は 13 時～
※最終入館時間 16 時 30 分 能美市を代表する九谷焼作家、福島 武山 

さん、武腰 潤 さん、山田 義明 さんに絵付
けしていただいた九谷焼ウルトラマンシリ
ーズ新作３体が、５月２日に初お披露目！

入場無料CHECK ！

詳しくは
こちら

無料運行
２月 日

５月 日

５
５

～

上記の期間中、能美市コミュニティバ
ス「のみバス」は全線無料で乗車でき
ます。
車内抗菌抗ウイルス施工や、混雑状況
の把握ができるバスロケーションシス
テムの導入など、全車両に新型コロナ
ウイルス感染症対策を行っています。

ポスターを見れば、目的地まで「のみバス」で
何分かかるかも分かるのだ！

やっぱ地元がいちばんや


