
申

　令和３年１月 10 日（日）から延期した「令
和３年気仙沼市成人式」は、令和３年 10
月 23 日（土）に開催を予定しています。
　案内状は７月中旬頃に発送する予定です

（案内状の送付先は、前回の返信はがきにご
記入いただいた住所となります。）。
　式に出席を希望する下記の対象者の方で、
８月に入っても案
内状がお手元に届
かない場合は、生
涯学習課または市
内各公民館にお問
い合わせください。

●日時／ 令和３年 10月 23日（土）
    　　 　午後１時 30 分開会
※受付時間などの詳細は、案内状にてご案
　内します。
●場所／市民会館 大ホール
●対象となる方／
　平成 12 年４月２日から
　平成 13 年４月１日に生まれた方
※最新情報などは、市公式サイトを

ご確認ください。
※「令和４年成人式」の案内状は、令和３年

10 月頃に発送する予定です。

出身中学校等 担当公民館 連絡先
気仙沼・条南中 中央公民館 22-6760

鹿折中 鹿折公民館 22-6937
松岩中 松岩公民館 22-6818
新月中 新月公民館 22-7189
面瀬中 面瀬公民館 24-9393
階上中 階上公民館 27-2305
大島中 大島公民館 28-2614
唐桑中 唐桑公民館 32-4530
津谷中 本吉公民館 42-2606
小泉中 小泉公民館 42-2652
大谷中 大谷公民館 44-2003
気仙沼

支援学校
生涯学習課

近くの公民館 22-3442

問生涯学習課 ☎ 22-3442

市公式サイト

 令和３年成人式 令和３年成人式
案内状を発送します

市公式サイト

新型コロナウイルス新型コロナウイルス
ワクチン接種のお知らせ

問市新型コロナウイルスワクチン接種対策室
    （健康増進課内）☎ 21-1212

の

予約サイト

▶

65 歳以上の方

65歳未満の方

●医療従事者等で既に接種を済ませている方へ　
　既にワクチン接種を済ませている方については、届いた接種券、予診票は不要ですので、恐れ入りますが
廃棄してください。

　６月 30 日から本市に住所のある 12 歳から 64 歳までの対象者へ、接種券と予診票を順
次送付しています。
　ワクチン接種の実施日程や会場などについては、現在調整中ですので、整い次第、詳し
い内容をお知らせします。ワクチン接種が始まるまで、届いた接種券、予診票は大切に保
管してください。

●気仙沼市に住所を持ち、気仙沼市以外にお住まいの方へ　

●大規模接種会場や大学、企業等で接種を予定している方へ　
　市外の大規模接種会場や大学、企業等で接種の機会がある方については、接種した会場、大学や企業へ
必ず届いた接種券、予診票を提出願います。

　現在お住まいの地域でワクチン接種を受けられる場合があります。

❶接種を希望する医療機関等がある市町村へ「住所地外接種届」を申請し、「住所地外接種届出済証」を
　受け取ってください。
※申請方法は、各市町村の担当課へお問い合わせください。
❷今回送付している「気仙沼市発行の接種券」と「住所地外接種届出済証」をお持ちのうえ、当該市町村
　の接種方法に従ってください。

▶市外で接種する場合の手続き方法　

●１回目の集団接種予約がまもなく終了します
　原則、７月 10日（土）までに１回目のワクチン接種をする必要があります。
　予約がお済みでない方は、忘れずにインターネット（https://id-sso.reserva.be/kesennumamiyagi/login）
または気仙沼市コールセンター（☎ 0120-070-825）からご予約ください。

●ワクチンは２回接種しましょう
　現在供給されているファイザー社のワクチンは、３週間の間隔を空けて速やかに２回目の接種をする必要
があります。１回目接種の予約と一緒に、２回目の予約を取りますので、３週間後の同じ曜日・会場で２回目の
接種を受けてください。
　接種日当日に体調が悪いなどの場合を除き、キャンセルや日程変更はできかねますので、ご注意ください。

●予約時間を確認してご来場ください
　集団接種会場へは、接種予約時間の30分前から入場で
きます。受付開始まで、会場外やお車などでお待ちいた
だくことになります。密を避けるため、予約時間を守っ
てお越しください。

・接種券（切り離さずにお持ちください）
・予診票（必ず必要事項を記入してお越しください）
・お薬手帳（お持ちの方）

当日の持ち物

　気仙沼市長

 気仙沼

［市長コラム］［市長コラム］

－ Go Ahead ! 
　     Kesennuma  －

　昨年3月20日、波乱を予感させるほどの強風の中、聖
火がギリシャから航空自衛隊松島基地に到着しました。
そのわずか４日後、東京オリンピック・パラリンピック
の1年延期が決定され、聖火リレーも1年お預けとなり
ました。
　その間、新型コロナウイルスは世界中で猛威を振る
い、日本でも何度も緊急事態宣言が出される始末。5月末
以降、全国的にワクチン接種が進捗するなか、安全・安心
のオリパラ開催は時間との戦いになっています。開催に
向け政府の強い意志が示されていますが、ワクチン接種
は政府がしっかりした見通しの下、合理的で矛盾のない
判断をし、速やかかつ正確に自治体や医師会、そして国
民に伝えること、現場では自治体・医師会・産業団体など
が情報を共有して柔軟に対応すると共に、実際に接種に
携わる皆さんの長期にわたるご協力が必要になります。
　本市では65歳以上の集団接種予約において、電話がつ
ながりにくく、大変ご迷惑をおかけしました。改めてお
詫びすると共に、65歳未満についてはその轍を踏まない
工夫をする予定です。現場では医師会の先生はじめ看護
師さん、スタッフの皆さんが使命感のもと、的確に接種
を進めており、ワクチンの供給さえ順調であれば、政府
の最終目標以前に接種を終えることが可能と思います。
　さて、1年3カ月の時を経て、去る6月19日、本市に聖
火がやってきました。19人のランナーのうち、自治体な
どで構成する実行委員会枠に申し込み、選出された一人
で第一走者を務めていただいたのが、モスクワ五輪の代
表だった千田健一さん。41年前、国のボイコットという
悲劇に直面し、想像を絶する悔しさを味わったことは言
葉にせず、これまでのご自身の歩んだ道や復興での支援
に関する感謝を前面に笑顔で駆け抜けていただきまし
た。お人柄がにじみ出た、爽やかな200ｍでした。引き続
き、指導者として菅原智恵子さん、千田健太さんに続く
日本代表選手を当地から輩出することに情熱を傾けて
いただけるものと思います。
　コロナ禍が完全な収束を見せていない状況ですが、先
に触れたブルーインパルスの基地でもある航空自衛隊
松島基地の応接室には「雲外蒼天」の色紙があります。雲
を抜ければ青い空が広がる、困難を努力して乗り越えれ
ば快い青空が望めると言う意味だそうで、コロナ禍の今
だからこそ心に響く言葉です。
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