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広 報

・新型コロナワクチンの接種について
・九谷焼ウルトラマンシリーズお披露目式を行いました
・６月から健診・がん検診が始まります

ウルトラなパワーが未来を照らす
～新型コロナウイルス感染症終息を願って～
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①氏名、住所、生年月日を
　確認します

①受付 ⑤健康観察②予診票確認 ③予診 ④接種

▶ 持ち物 ▶ 服装

②接種したい日時、場所を決めます
③ＷＥＢ（インターネット）または
　電話で予約します

マスクをしましょう。

肩に近い上腕部に接種する

ので、T シャツを着て上着

を羽織るなど肩の出しやす

い服が望ましいです。

　能美市では、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）を送付しており、接種の時期を２期に
分けて行っています。

掲載内容は５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。

３週間後の同じ曜日・時間帯・場所において、
２回目の接種をします。予定を確認し、予約し
た日時・場所を控えておきましょう。

接種２回目の予約は、１回目の接種後に

その接種場所にて行います。

新型コロナワクチンの接種について

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・接種後の注意点について

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
【平日９時～ 17 時】（通話料がかかります）

クーポン券（接種券）を用意します

接種当日

持ち物の確認

ＷＥＢ予約 電話予約

※電話は混雑することが
予想されます

※通話料がかかります

１

３

２

予約の確認方法

接種後の注意点

●接種当日

●接種後数日かけて

上記の症状が起きた場合・・・

ワクチンを受けた後も、マスクの着用など、感染予防対策の継続をお願いします

予約の変更・キャンセルについて

ＷＥＢで確認する場合

（コールセンターで予約した方も確認することができます。）

　①予約サイトにアクセスします。
　②自治体コード、接種券番号、生年月日を入力し、認証画

　　 面に入ります。
　③マイページを開くと、予約した情報が確認できます。

コールセンターで確認する場合

（ＷＥＢ予約した方も確認することができます。）

　コールセンターに電話し、接種券番号および、生年月日を
お伝えください。

予診票 クーポン券
（接種券）

本人確認書類
（運転免許証、

健康保険証など）

会場で 15 ～ 30 分待機

アナフィラキシー

・薬や食べ物が身体に入ってから、短期間で起こることのあるアレルギー反応です。

・じんま疹などの皮膚症状、腹痛や嘔吐などの症状が急に起こります。
・起こることは極めてまれですが、ワクチンの接種会場や医療機関では、症状に対応

できる医薬品などの準備をしています。

血管迷走神経反射

・緊張や強い痛みをきっかけに、立ちくらみがしたり、血の気が引いて時に気を失う
ことがあります。

・誰にでも起こる可能性がある身体の反応で、通常横になって休めば自然に回復します。

接種部位の痛み、疲労、頭痛、筋肉痛、悪寒、関節痛、下痢、発熱、吐き気、嘔吐など

　ワクチン接種を受けた医療機関やかかりつけ医など、身近
な医療機関に相談してください。集団会場で接種した方や、
かかりつけ医がない方は、右記へご相談ください。

　ワクチンを受けた方は、新型コロナウイルス感染症の発症を予防できると期待されていますが、他の方への感染をど

の程度予防できるかはまだ分かっていません。このため、皆さまには、感染予防対策を継続していただくようお願いし
ます。具体的には、「３つの密（密集・密接・密閉）」の回避、マスクの着用、手洗いや手指消毒の励行などをお願いし

ます。　　 出典：厚生労働省　新型コロナワクチンを受けた後の注意点

　能美市新型コロナワクチン接種コールセンターへご連絡ください。接種日当日のキャンセルは、接種する医療機関

（集団接種の場合はコールセンター）にご連絡ください。

石川県発熱患者等受診・
コロナワクチン副反応相談センター

☎ 0120-540-004
（受付時間：９時～21時　土日祝含む）

接種期間①：（接種１回目）５月 24 日 ～６月 13 日
※この期間の予約は終了しました

接種期間②：（接種１回目）７月   ５日 ～７月 10 日
※この期間の予約開始は６月 14 日 午前９時～です。

マイページの
開き方

認証画面への
入り方

忘れると接種できないので注意してください

当初、接種期間②は、７月 24 日 までを予定して
おりましたが、７月末までに２回目の接種を完了
できるように日程を変更しました。
詳しくは別途お知らせを配布予定です。

※
※
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感染リスクが高まる「５つの場面」に

市内施設の開館状況

中止の対応を行う今後の行事・イベント等一覧

　４月以降、市内でも新型コロナウイルス感染症の発生が続いている状況であり、石川県では
５月９日に「石川緊急事態宣言」が発出されました。県内では感染力が高いと言われている変
異株の感染が報告されています。皆さまご自身のみならず、大切な家族、友人、地域の人々を
守るため、一人ひとりの感染対策を引き続きお願いします。

場面①

飲食を伴う食事会等

場面②

場面③ 場面④ 場面⑤

飲酒により気分が高まり注

意力が低下します。敷居な

どで区切られた狭い空間に

長 時 間、 大 人 数 が 滞 在 す

ると感染リスクが高まりま

す。

マスクなしに近距離で会話をするこ

とで、飛沫感染のリスクが高まりま

す。

長時間におよぶ飲食は、短時

間の食事と比べ感染リスクが

高まります。大人数の飲食で

は大声になり飛沫が飛びやす

くなるため、感染リスクが高

まります。

仕事での休憩時間など、休憩室・喫

煙室と居場所が切り替わると、気の

緩みや環境の変化により、感染リス

クが高まります。

長時間閉鎖空間が共有されるため、

感染リスクが高まります。

共有の風呂・トイレも注意が必要で

す。

掲載内容は５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。 新型コロナウイルス感染症 に関する大切なお知らせ

変異株とは？

変異とは、生物やウイルスの遺伝子情報が変化することです。一般的に、ウイルスは流行していく
中で少しずつ変異をおこしていきます。これらの変異株は従来株よりも、感染しやすくなる、また、
重症化しやすくなる等の可能性があります。

変異株であっても個人の基本的な感染予防策は、３密（密集・密接・密閉）や特にリスクの
高い５つの場面の回避、マスクの着用、手洗いなどが、これまでと同様に有効です。

注意！

施設名 対応

辰口福祉会館
時短（21 時まで）
利用制限あり（新規申込不
可、イベント等中止）

白寿会館 一部休止（教室等中止）

亀齢荘 一部休止（教室等中止）

里山の湯 時短（21 時まで）

辰口温泉足湯 入場制限あり

クアハウス九谷 時短（21 時まで）

子育て支援センター
一部休止（市主催のイベン
ト中止）・入場制限あり

（市民のみ利用可能）

児童館
一部休止（市主催のイベン
ト中止）・入場制限あり

（市民のみ利用可能）

根上図書館

時短（17 時まで）寺井図書館

辰口図書館

根上総合文化会館
時短（21 時まで）
利用制限あり（新規申込不
可・イベント等中止）

根上学習センター
時短（21 時まで）
利用制限あり（新規申込不
可・イベント等中止）

寺井地区公民館
時短（21 時まで）
利用制限あり（新規申込不
可・イベント等中止）

ＣＣ館 時短（21 時まで）

施設名 対応

各キャンプ場 休止

入場制限あり

入場制限あり

休館

休館

能美ふるさとミュージアム 一部休止（イベント中止）

こくぞう里山公園交流館 一部休止（イベント中止）

時短（21 時まで）
利用制限あり（新規申込不可）

市内すべての体育施設 時短（21 時まで）
利用制限あり（新規申込不可）

防災センター 一部休止（団体・個人の体験
受け入れ中止）

根上くるくる工房
「リサイクル作業所」

通常どおり

根上くるくる工房
「リサイクルセンター
（資源収集）」

通常どおり

ふれあいリサイクルセンター 通常どおり

辰口リサイクルセンター 通常どおり

　時短などの利用制限を実施していた公共施設について、６月 13 日 までの開館状況をまとめました。なお、今
後の感染状況により、変更となる場合があります。詳しくは、市ホームページをご覧ください。

▶ 問い合わせ　地域振興課（☎ 58‐2212 58‐2291）

▶ 問い合わせ　福祉課

のみっ子フェスタ★ 2021中止

▶ 問い合わせ　子育て支援課

根上り七夕まつり中止

能美戦没者慰霊式中止

能美市自衛消防団合同訓練大会中止

▶ 問い合わせ　危機管理課（☎ 58‐2201 58‐2290）

中止

▶ 問い合わせ　生活環境課（☎ 58‐2217 58‐2292）

防災フェスタ中止

▶ 問い合わせ　危機管理課（☎ 58‐2201 58‐2290）

※ただし、追悼法要は
　規模縮小で実施します


