
６年生になるので、
大山田デビルズを
引っ張っていきたい

中学生になっても、クラブ
活動でバスケットボールを
がんばりたい

元気に花や野菜づくり
を楽しみたい

人とのつながりを
大切にして、毎日
楽しく過ごしたい

周りの人に感謝して、
感謝の気持ちを伝えていきたい

初めての子育てを
がんばりたい

趣味の歌づくりを
楽しみたい

畑村
杉中　塁さん
（平成 22年生まれ）

鳳凰寺
鎌田　真衣さん
（平成 22年生まれ）

富永
東　幸子さん
（昭和 13年生まれ）

大好きな編み物をして
友だちにプレゼントしたい

玉瀧
北川　利子さん
（大正 15年生まれ）

小田町
三品　貴紀さん
（昭和 61年生まれ） 阿保

山口　寿秀さん
（昭和 49年生まれ）

西明寺
グェン ティ キム アンさん
（平成 10年生まれ）

島ヶ原
山本　壽雄さん
（昭和 25年生まれ）

コロナ禍を乗り越えてみんなで
幸せに暮らしたい

希望ヶ丘
デ オリベイラ カルロス アントニオさん
イダ デ オリベイラ ネイデさん
（昭和 37年生まれ）

ご協力いただき、ありがとうございました。皆さんにとって、実り多き１年となりますように…

※住所・氏名・生まれ年と、今年の抱負を掲載しています。

寅年生まれの皆さんに
今年の抱負を伺いました

新型コロナウイルス感染症情報

新型コロナウイルスに関する
お知らせ

◆追加（３回目）接種の流れ
①接種券が郵便で届く
○接種券は、住民票に記載の住所に個別で郵送します。
○接種券は、２回目接種が完了した日から８カ月を
経過する日の約１週間前に順次発送します。（１、２
回目の接種を受けていない人には発送しません。）

②予約をする
○接種は、市内個別医療機関で実施予定です。実施
医療機関や予約方法は、接種券に同封の案内文で
お知らせします。

○必ず接種券が届いてから予約をしてください。
③接種を受ける
【当日の持ち物】
○接種券付き予診票
○本人確認書類（運転免許証、健康保険証、マイナ
ンバーカードなど）

◆接種券の発送時期（令和３年 12月８日時点の予定）

※国の方針にあわせて発送時期を早める場合があります。

◆使用ワクチン
　１、２回目に用いたワクチンの種類にかかわらず、
３回目はメッセンジャー RNAワクチン（ファイザー
社または武田 /モデルナ社ワクチン）を使用します。

２回目接種から８カ月が経過する人を対象に
追加（３回目）接種を実施します

◆２回目接種後に伊賀市に転入した人へ
　２回目接種後に伊賀市に転入した人は、伊賀市に接
種情報がなく、３回目接種用の接種券を送ることがで
きません。３回目接種を希望する場合は、窓口または
郵送で、ワクチン接種推進課へ申請をしてください。
【申請に必要なもの】
○接種券発行申請書
○（お持ちの場合）1、2回目のワクチン接種済証ま
たは接種記録書の写し
○本人確認書類（運転免許証、健康保険証、マイナン
バーカードなど）の写し
○（同一世帯員以外の代理人が申請する場合）委任状
と代理人の本人確認書類
　申請書、委任状の様式は、ワクチン接種推進課で配
布しているほか、市ホームページからもダウンロード
できます。

◆新型コロナワクチンの接種証明書（電子版）が
取得できるようになります

○接種証明書（電子版）の申請には、マイナンバーカー
ドが必要です。
○マイナンバーカードは、申請から交付の準備ができ
るまで時間がかかります。早めの申請、受け取りを
お願いします。
○日本国内での利用は、紙の接種済証や接種記録書も
これまで通り利用できます。
○接種証明書（電子版）について、詳しくは、決まり
次第市ホームページでお知らせします。

【ワクチン接種に関わる問い合わせ】
○伊賀市新型コロナワクチン専用コールセンター（月～土）
　☎  0120-849-064
○外国語での問い合わせ（月・水・土）
　•ポルトガル語　☎ 0120-257-863
　•スペイン語　☎ 0120-257-864
　（電話受付時間：午前８時 30分～午後５時）
○三重県新型コロナウイルスワクチン副反応相談窓口
　☎  059-224-3326
　（24時間対応、土・日曜日、祝日を含む。）
【問い合わせ】　ワクチン接種推進課
　☎ 41-1550　℻  22-9694
※通話による問い合わせが困難な人は
　ファックスでお受けします。

２回目接種が完了した日 発送時期
令和３年
５月 21日までの人 令和３年 12月に発送済

令和３年
５月 22日～ 31日の人

令和４年
１月 11日㈫発送予定

令和３年
６月１日～７日の人

令和４年
１月 18日㈫発送予定

令和３年
６月８日～ 14日の人

令和４年
１月 28日㈮発送予定

令和３年
６月 15日～ 21日の人

令和４年
２月１日㈫発送予定

以降、接種時期にあわせて毎週発送します。

▲この封筒で郵送します。
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