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［市長コラム］［市長コラム］

－ Go Ahead ! 
　     Kesennuma  －

　佐藤真海さんの素晴らしいスピーチが印象的
だったブエノスアイレスでの招致決定から８
年。さまざまな困難や波乱などが織り交ざりな
がら、まさに紆余曲折の末、ようやく東京で
57 年ぶりのオリンピックが開かれています。
新型コロナウイルス感染症の世界的拡大が収ま
らない中での異例ずくめの開催となりました。
　7 月 23 日の開会式の関係で４連休が入り、
締め切りが前倒し、実はこの原稿は 18日（日）
に書いています。東京での新規感染者数が一週
間前の 11 日の 164％、５日連続での 1000
人超えの中、少しでも国民の不安が小さくなる
ような推移を願って書いています。
　8月１日は予定通りなら、陸上男子100m決
勝や男子テニスの決勝など、まさに大会も佳境
中の佳境を迎えていることと思います。暗い話
題やトラブルなどではなく、なるべくシンプル
に世界中の人々が選手の活躍に酔いしれ、ス
ポーツの持つ力を実感し、困難に立ち向かう心、
諦めない心の大切さを確認する大会であってほ
しいと思います。
　オリンピックの前にも私たち日本人は松山
英樹選手のマスターズ優勝や大谷翔平選手の
大リーグでの大活躍とオールスターゲーム出
場など、暗くなりがちな社会環境の中でスポー
ツ選手が放つ輝きに救われてきました。オリ
ンピックにおいても新しい感動が日本人共有
の、いや世界の人々共有のものとなるよう期
待したいと思います。
　8月24日にはパラリンピックも開会します。
4 度目の大会出場をトライアスロンで果たした
佐藤改め谷真海さんが旗手を務めることになり
ました。走り幅跳びから新種目に挑戦。また、
この 8 年の間にはご結婚・出産という生活環
境の変化の中で掴んだ晴れ舞台です。持ち前の
笑顔での開会式を市民みんなで注目し応援した
いと思います。
　しばしの間、コロナウイルスが静かにしてく
れることを願ってやみません！

東京オリンピック第113回

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

50 歳～ 59 歳の方の集団接種を開始します
　８月 19 日（木）より、50 歳～ 59 歳の方を対象に接種を行います。対象者へは７月下
旬に郵送にて個別にご案内しておりますので、ご確認ください。
※７月21日時点における予定です。ワクチンの供給状況により変更となる場合があります。

■対象者・予約開始日
　50 歳～ 59 歳（Ｓ37.４.２生～Ｓ47.４.１生）の方：令和３年８月６日（金）午前９時から
※それ以外の年代の方については、決まり次第お知らせします。
■日程・会場
　対象者へ個別にご案内するほか、市ホームページ等をご確認ください。
■予約方法
　❶インターネット予約（24 時間対応）専用予約サイト：https://jump.mrso.jp/042056/　
　

　

　
　
　❷窓口支援（平日 9：00 ～ 11：30　土日祝日除く）
　　受付窓口：市役所保健福祉部（ワン・テン庁舎２階、すこやか）、唐桑・本吉総合支所保健福祉課、
　　　　　　　各公民館
　❸電話予約（9：00 ～ 17：00　土日祝日も受付）気仙沼市コールセンター（☎ 0120-070-825)
　※予約した接種日を変更・キャンセルしたい場合は、上記のいずれかの予約方法から手続きしてください。

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

　さ　と う　 ま　    み

　この度、「気仙沼市くらしの便利
帳（2021・令和３年版）」が完成し
ました。
　これは、市と株式会社サイネック
スが協働で発行するもので、市が掲
載する情報を提供し、株式会社サイ
ネックスが編集から広告募集、印刷、
配付まで行います。

掲載内容：市内の観光地や特産品、
市役所窓口の案内、届出
の方法や暮らしに役立つ
情報など

規　　格：Ａ４判・136 ページ
　　　　　フルカラー

Ｑ　いつ、どうやって配付される
の？
Ａ　８月中に、専任の業者が各家

庭を訪問し、ポストへ投函しま
す。８月１日から順次、地区ご
とに配付しますので、しばらく
お待ちください。

Ｑ　費用はかかるの？
Ａ　かかりません。発行にかかる

費用は、市内の事業所などから
の広告料でまかなっています。

Ｑ　８月を過ぎても届かないとき
は、どうすればいいの？
Ａ　市秘書広報課までご連絡くだ

さい。なお、総合支所・出張所
にも予備を用意しています。

Ｑ　新しく引っ越してきた方には
届かないの？
Ａ　８ 月 以 降 に 転 入 し た 世 帯 に

は、市役所の窓口などでお渡し
します。

　
問秘書広報課 広報広聴係
　☎ 22-6600 内線 207

８月中に
市内全世帯に配付

集団接種を希望する方

一部の市内医療機関でワクチン接種を実施しています。各々の医療機関にお問い合わせください。

個別接種を希望する方

ワクチン接種がお済みの方へ
　新型コロナウイルスワクチンは新型コロナウイルス感染症の発症と重症化を予防する効
果が期待されていますが、発症予防効果は 100％ではありません。接種後も引き続き、手
洗い、うがい、マスクの着用などの感染対策の徹底にご協力ください。

  気仙沼市
「くらしの便利帳」を

お届けします

  気仙沼市
「くらしの便利帳」を

お届けします

▶
予約サイト

お手元に接種券をご用意
ください。

インターネット予約手順

接種者情報（氏名（フリガナ））、連
絡可能な電話番号を入力する。

予約完了

専用予約サイトへアクセスし、接種
券番号、性別、生年月日を入力する。

この画面が表示されると
予約完了です。

希望する接種会場、日時を選択する。

１

２

３

４

予約内容の確
認・キャンセル
はマイページか
ら行うことがで
きます。

   う         よ     きょく せつ

  まつ   やま

  ひで      き  おお    たに  しょう  へい

たに

    か   きょう

つか

広報
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