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萌気会30周年　　記念イベント

萌気30周年へ向けて、アイデアフル
のプレイベントを時間と場をバラマ
クように積み上げてきました。
この写真がそうです。その頂点に来
る10月23日を？走しました。
さあ萌気の皆さん、一人一人が楽し
く力いっぱいに自分をアピールしまし
ょう。
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　平成4年（1992年）6月15日に浦佐本町地区に
浦佐萌気園診療所を開設して、令和4年6月で30周
年を迎えました。黒岩卓夫会長、坂西茂男顧問、
看護師、事務員の4名で萌気会はスタートしまし
た。私は平成15年9月1日に入社しましたので入社
してから19年になりました。職員の皆さんもそれ
ぞれの思いがあると思いますが、自分の努力が報
われるやりがいのある組織が萌気会だと私は思っ
ています。
　私の入社当時は125名の職員数でしたが現在は
グループ企業の萌気医療介護サポート社を含める
と323人で、19年間を見ても倍以上の職員数とな
りました。30年で80倍の職員数です。グループ全
体で運営する事業所数をみても、地域における経
済効果は勿論の事、地域医療・介護にとって地域
に欠かせない組織になったのではないでしょう
か。
　令和4年10月23日（日）に（医）萌気会の「創
立30周年記念式典」が行われます。今回の記念式

典は実行委員に若い世代が入り、プレイベントで
は30にちなんだ企画が幾つかありました。長さ30
㎝の太巻き寿司を職員へ記念日の6月15日に配
り、味も美味しく大好評でした。事業所ごとの仮
装？（笑い）リレーマラソンは参加された皆さん
のやる気？と楽しそうな笑顔と元気に溢れていま
す。日々の業務で緊張感を持って取組んでいる職
員へほっとする時間を届けてくれています。是非
皆さんもご覧になって下さい。
　記念式典当日も30にちなんだ動画の配信やクイ
ズ大会、記念品の贈呈、記念写真撮影などの楽し
い企画が用意されていると聞いています。記念式
典当日は営業している事業所もありますが、出来
るだけ多くの職員の皆さんの参加をお願いしま
す。きっとワクワク楽しい記念式典が行われるこ
と、間違いないです。
　実行委員の皆さんの努力と情熱とユーモアが
たっぷり感じられます。感謝！元気をもらいまし
た。式典当日が楽しみです。②

丹精を込めた、
　　ユーモアあふれる記念式典！
丹精を込めた、
　　ユーモアあふれる記念式典！
萌気会理事長
萌気園浦佐診療所　院長　黒岩　巌志

萌気会30周年記念式典に向けて萌気会30周年記念式典に向けて
萌気会　事務局長
　　　　　　　　　　　上村　光男

●神奈川県平塚市に行ってきました！
　9月18日、19日に神奈川県平塚市で行われた「地域共生を支える医療・
介護・市民全国ネットワークin 湘南平塚2022」に参加してきました。
この大会は去年、NPO在宅ケアを支える診療所・市民全国
ネットワークと、地域医療研究会が合併してできた大会です。

●平塚市ってどんなところ？
　平塚市は人口約25万人(南魚沼市の約5倍)の神奈川県湘
南地域にある市です。
　全国屈指のバラの生産地で、夏は湘南ひらつか七夕まつ
りが全国的に有名です。

●この大会でやりたかったこと！
　僕は2017年の地域医療研究会in魚沼に参加して以来の参
加でした。様々なテーマに沿って演者が発表するのですが、
今回の大会でやりたいことがありました。それは質疑応答で
発言をするということです。発表が終わった後に質疑応答の
時間が少しあります。僕はまだやったことがなかったのでや
りたいなと思っていました。結果から言うと質疑応答は、する
ことができました！僕が質疑応答をしたことで会場はどよめ
き、衝撃を与えたでしょう。(妄想です)こうして僕の質疑応答
デビューを果たした平塚大会は台風が接近していましたが
無事終了し、とても楽しかったです。来年は名古屋で大会が
行われます。来年質疑応答デビューするのはあなたです！！！

●黒岩会長は人気！
　みなさん知っていると思いますが、会長はめちゃくちゃ人
気です。歩けば声をかけられ、座っていれば声をかけられ、休
む間もなくたくさんの人が来ます。会長は一人一人丁寧に対
応していまいた。笑った顔はかわいいですね！

●台風襲来⁉新潟に帰れるのか…
　ちょうどこの二日間(18日、19日)は台風14号（最大クラス）が九州から関西辺りを経過し、20日
には新潟を通るということでどうなるかと心配でした。特に19日の朝は風や雨が強く、このまま
行くとやばいか⁉と思いましたがお昼頃には雨も止み、太陽が出ていました。(暑かった～)何
事もなく無事に帰れました。

●まとめ
　今回参加してみて、いい経験がたくさんできました。そして楽しかったです。まだ参加したこ
とない方、特に若い職員！ぜひ参加してみてください。次回は名古屋です！結局なにが言いた
かったっていうと・・・ホテルが本館と別館があって移動がちょっと大変だったってこと。(ベット
は最高でした)

【研修報告】
第１回　地域共生を支える医療・介護・市民全国ネットワーク

全国の集い in 湘南ひらつか2022

　開院記念日は6月15日ですが、COVID-19感染拡大を考慮し記念式典は時
期を遅らせ今月10月23日に行います。また外部からの招待はせず法人関
係者のみでコンパクトに開催いたします。参加する皆が楽しみながら萌気
会の30年間の歩みに想いを巡らせつつ、次へのステップアップに繋がるよ
うな式典になることを願っています。
　プレイベント、記念式典、そして記念誌作成において丹精込めてアイデ
アを出し合い企画してくれた実行委員の皆さんに心より感謝いたします。
　これまでご支援、ご協力いただいた地域の皆様、全国の皆様には改めて
感謝いたします。これからも地域のニーズに応え、そして地域と一体とな
り、100年続く法人を目指し精進する所存です。引き続き皆様からのご支
援、ご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。
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　萌気会30周年記念式典を10月23日（日）に行います。
　感染症の影響が避けられない中、それを逆手に、今までにない周年イベントを目指しました。内容を一部
紹介すると、
・勤続年数トップ30職員表彰
・職員参加スペシャルムービー公開
・萌気の歴史、謎にまつわるクイズ大会（豪華景品あり）
・30周年記念品を全員に配布　などです。
　昨年末、記念事業の委員長に指名され、まず理事長と考えた式典開催の大枠は、
・（コロナが落ち着いているであろう）秋以降に、飲食なしで短時間で行う
・職員のみ参加。外部講師講演や来賓招待はなし
・職員への感謝を示し、ひとときのお楽しみを提供する
　当日はある程度の人数が集まるイベントとなります。参加予定の職員の皆さま、基本的感染対策はもちろ
ん、携帯電話とお口はマナーモードでお願いしますよ。

　萌気会30周年記念事業の一つである記念誌係は12月の記念誌発行
に向けて、萌気会231名、こども園61名、サポート社31人（萌気園さ
くり温泉デイサービスセンター、萌気園さくり温泉健康館、さくり居
宅介護支援事業者）の個人プロフィールをもとに、必死に編集を進め
ています。
　4月から島村委員長をリーダーとして、こだわりをもった30周年記
念誌を念頭に、萌気30年の歴史をユーモアたっぷり＆驚きありのわく
わくする内容が盛りだくさんとなっています。
　今回、印刷以外全て職員お手製です。構成、レイアウト、いろんな
意見を出しながら日々奮闘中。最高の記念誌完成を目指し頑張ってま
す！
　いよいよ令和4年10月23日(日)は萌気会30周年記念式典となってお
ります。次号では、記念式典係より式典の報告をします。

30周年記念誌ただいま作成中！30周年記念誌ただいま作成中！
萌気会30周年記念事業記念誌係
　　　　　　　　　　　　志太　称子

コロナ禍の30周年コロナ禍の30周年
萌気会30周年記念委員会
　　　　　　　　委員長　島村　康夫
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萌気会30周年を迎えて萌気会30周年を迎えて萌気会30周年を迎えて萌気会30周年を迎えて

　萌気開設以来30年が経ちました。
　私が1970年旧大和町にきて、1981年「大和医療福祉センター」が出来、私が「ゆき
ぐに大和総合病院院長」になりました。

萌気が動きはじめた頃萌気が動きはじめた頃
萌気会　会長・相談役
　　　　　　　　　　　　黒岩　卓夫

社会福祉法人桐鈴会　理事長　　　　
　　　　　　　　　　　　黒岩　秩子

萌気会30周年おめでとう萌気会30周年おめでとう

　そして萌気会が1992年に4人のスタッフではじめました。
町の患者さんはたくさん来てくれました。なかには私が4人でやっているのをみて病院からの変化を見、泣いて
いる人もいました。
　萌気は往診をアメーバー的活動方式として、地を這って大きくなりました。それに気付いたのは自分自身では
なく、病院などがあわてていました。仕事はすでに競争関係になっていたのですね。
　そして20周年、私はこの日に十二分に祝ってもらい、これで十分だと納得しました。しかしさらに10年も皆さ
んと共に働き、次男の巌志君が萌気を継承してくれ、この10月23日に30周年記念イベントを、世代交代をア
ピールするものとして新しいアイデアで創り上げてくれました。
　心から感謝します。更に前へ、厳しい世情に負けず頑張りましょう。
　「過去は深く視て、未来は遠くを視る。」ことに心掛けて下さい。

　私にとって、坂西茂男は永遠の同志だ。萌気会の生まれ育ちのキーパーソンだ。彼
は街の電気屋を末子で受け継いだ。彼は電気屋の先をみて家業を廃し、診療所づくり
に身を投じた。元来｢障がい者と共に育つ会（黒岩秩子世話人）｣のメンバーだった。
　私が町長選に落ち、どうしようかと迷っていた5月のある日、彼はスーツに身を包
んでやって来た。｢先生は浦佐の街から手放したくない。留まって是非開業してほし
い。私に手伝わせて下さい。｣私は｢そうかわかった｣と即心を決めた。彼は建物などあ
れこれ見通しをつけてのことだった。
　診療所は、私と坂西事務長、金本看護師、酒井事務員の4人ではじめた。坂西茂男
は人の5倍を働いた。勝手に発案実行したが、大切なことは全て事前に説明し、私の
了解を得た。そして形は独裁者で会議は大嫌いだった。2022年30周年の今は顧問だ。

30周年と坂西茂男30周年と坂西茂男

　30年間大変お世話になりました。桐鈴会は「迷惑をかけあえる関係を目指す」を理
念としています。その中でも特にケアハウス鈴懸とグループホーム桐の花の入居者の
皆さんが、もえぎを頼りにしています。訪問診療を始め、訪問看護、訪問リハビリ、
ワクチン接種などなど。そして、看取りが施設でできるのも、もえぎさんのおかげで
す。夜中でもすぐに駆け付けてくださる訪問看護の皆さんに深く感謝します。
　今年地域共生ネットが発足するにあたって、｢地域共生｣のひとつとしてキーワード
が「迷惑をかけあえる関係」だということが、9月に行われた平塚での全国集会で話
題となりました。もえぎさんとも「迷惑をかけあえる関係」として、これからもどう
かよろしくお願いします。
　次男巌志が後を引き継いでくれて、患者さんたちも安心して喜んでいます。
　どうかよろしくお願いします。
　30周年、おめでとうございます。

萌気オープン 玄関で

萌気会創設20周年
式典にて

萌気会創設20周年
式典にて

萌気オープン 玄関で
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小規模多機能ホーム　「さくりの郷」小規模多機能ホーム　「さくりの郷」
　今年の5月で101歳になられました。友江さんに以前のことについて伺いました。「若いころ夫を亡くし
た。苦労をしてきた。せつねぇなんて言ってられんかった。3人の子供を育てるのに田や畑、よその家でご飯

うちの利用者さんうちの利用者さんうちの利用者さん

　「ハイマートハイム・島田」は浦佐の田町地区にある住宅型有料老人
ホームです。
　同じ建物内に「浦佐ヘルパーステーション」が併設してあり、介護の必
要な方の各居室にハイマートハイムと兼務している職員がヘルパーとし
て訪問をして支援を行っています。24時間体制で利用者さんの生活や身
体状態を把握して、安全に安心して生活が送れるように努めています。
主治医による往診も行われています。必要な方には訪問リハビリテー
ションのサービスも提供しています。
　入居者の皆さんに、楽しく満足のいく老人ホームを目指してゆきたい
と思います。

事業所紹介 萌気園浦佐有料老人ホーム
「ハイマートハイム・島田」
萌気園浦佐有料老人ホーム
「ハイマートハイム・島田」

診療所からのお知らせ診療所からのお知らせ診療所からのお知らせ

９月より電話応対開始時間を変更させていただきました。
８：００　➡　８：３０

浦佐・二日町診療所

11月より診療曜日を変更させていただきます。
・整形外科　藤原医師　水・土　➡　火・土　（午前・午後）
・内科　　　黒岩医師　火・木　➡　水・木　（午前のみ）
・整形外科　池田医師   毎週金    ➡　第1、第3金曜日

二日町診療所

よろしくお願いいたします。

令和４年

入浴回数券
　　　当日販売10時～17時

当日お越しになれないお客様へ

～入浴回数券の
　事前予約を受付中～

出店検討中！

通常2,300円
（税込み）

・前金にて承ります。
・10/29　20:30まで受付中
・引換えは10月31日～11月末まで
  回数券と交換致します。

地域の皆さまへ恒例の
秋の感謝祭のお知らせです！

さくり温泉健康舘
南魚沼市宮1119　☎025-774-2802

（税込み）1,800円

10月30日（日）10時～14時

1シート6回分

さくり温泉 秋の感謝祭

回数券
購入の

方、

プレゼン
トあり！回数券

購入の
方、

プレゼン
トあり！

入浴１回
440円が

300円で
お得！！入浴１回
440円が

300円で
お得！！

士(ごはんし：調理する者)もした。親に面倒をみてもらい
ながら助けてもらった。感謝だね。感謝のお祈りをしてい
る。年をとって子供に返ったから家のしょの言うなりに
なっていい子にしている。もう十分生きた。これからも自
由に過ごしたい。お迎えがくるまでね。」
　友江さんは祝い事やご家族が集まられた時に日本酒
をちょこっとお飲みになるそうです。今年の8月にはビー
ルを嗜まれ「ビールの方がうまいね」とおっしゃっていま
した。それが長寿の秘訣かもしれませんね。

第14回

樋口　友江様
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●神奈川県平塚市に行ってきました！
　9月18日、19日に神奈川県平塚市で行われた「地域共生を支える医療・
介護・市民全国ネットワークin 湘南平塚2022」に参加してきました。

萌気園通所リハビリセンター浦佐
      諸橋　滉哉

この大会は去年、NPO在宅ケアを支える診療所・市民全国
ネットワークと、地域医療研究会が合併してできた大会です。

●平塚市ってどんなところ？
　平塚市は人口約25万人(南魚沼市の約5倍)の神奈川県湘
南地域にある市です。
　全国屈指のバラの生産地で、夏は湘南ひらつか七夕まつ
りが全国的に有名です。

●この大会でやりたかったこと！
　僕は2017年の地域医療研究会in魚沼に参加して以来の参
加でした。様々なテーマに沿って演者が発表するのですが、
今回の大会でやりたいことがありました。それは質疑応答で
発言をするということです。発表が終わった後に質疑応答の
時間が少しあります。僕はまだやったことがなかったのでや
りたいなと思っていました。結果から言うと質疑応答は、する
ことができました！僕が質疑応答をしたことで会場はどよめ
き、衝撃を与えたでしょう。(妄想です)こうして僕の質疑応答
デビューを果たした平塚大会は台風が接近していましたが
無事終了し、とても楽しかったです。来年は名古屋で大会が
行われます。来年質疑応答デビューするのはあなたです！！！

●黒岩会長は人気！
　みなさん知っていると思いますが、会長はめちゃくちゃ人
気です。歩けば声をかけられ、座っていれば声をかけられ、休
む間もなくたくさんの人が来ます。会長は一人一人丁寧に対
応していまいた。笑った顔はかわいいですね！

●台風襲来⁉新潟に帰れるのか…
　ちょうどこの二日間(18日、19日)は台風14号（最大クラス）が九州から関西辺りを経過し、20日
には新潟を通るということでどうなるかと心配でした。特に19日の朝は風や雨が強く、このまま
行くとやばいか⁉と思いましたがお昼頃には雨も止み、太陽が出ていました。(暑かった～)何
事もなく無事に帰れました。

●まとめ
　今回参加してみて、いい経験がたくさんできました。そして楽しかったです。まだ参加したこ
とない方、特に若い職員！ぜひ参加してみてください。次回は名古屋です！結局なにが言いた
かったっていうと・・・ホテルが本館と別館があって移動がちょっと大変だったってこと。(ベット
は最高でした)

【研修報告】
第１回　地域共生を支える医療・介護・市民全国ネットワーク

全国の集い in 湘南ひらつか2022
　9/18(日)、19(月・祝)に開催された標記大会に参加いたしました。今回も全国
各地から『地域共生社会』をテーマに医療・介護・福祉領域だけでなく市民も含
め様々なジャンルで活躍をされている方々が集まり、地域での活動や思いを共
有する事が出来ました。
　以下は、大会にめて参加者した職員2名の研修報告です。
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●神奈川県平塚市に行ってきました！
　9月18日、19日に神奈川県平塚市で行われた「地域共生を支える医療・
介護・市民全国ネットワークin 湘南平塚2022」に参加してきました。

　平塚市福祉部の岩崎さんが、行政の縦割りシステムの中でのご自身の
ポジションについて、お話し下さいました。岩崎さんは6つの課を1人で
統括していらっしゃる方でした。平塚市のシステムは、彼女だからこそ成

萌気園あやめ診療所　生活サポート外来
      鈴木　美智子

この大会は去年、NPO在宅ケアを支える診療所・市民全国
ネットワークと、地域医療研究会が合併してできた大会です。

●平塚市ってどんなところ？
　平塚市は人口約25万人(南魚沼市の約5倍)の神奈川県湘
南地域にある市です。
　全国屈指のバラの生産地で、夏は湘南ひらつか七夕まつ
りが全国的に有名です。

●この大会でやりたかったこと！
　僕は2017年の地域医療研究会in魚沼に参加して以来の参
加でした。様々なテーマに沿って演者が発表するのですが、
今回の大会でやりたいことがありました。それは質疑応答で
発言をするということです。発表が終わった後に質疑応答の
時間が少しあります。僕はまだやったことがなかったのでや
りたいなと思っていました。結果から言うと質疑応答は、する
ことができました！僕が質疑応答をしたことで会場はどよめ
き、衝撃を与えたでしょう。(妄想です)こうして僕の質疑応答
デビューを果たした平塚大会は台風が接近していましたが
無事終了し、とても楽しかったです。来年は名古屋で大会が
行われます。来年質疑応答デビューするのはあなたです！！！

●黒岩会長は人気！
　みなさん知っていると思いますが、会長はめちゃくちゃ人
気です。歩けば声をかけられ、座っていれば声をかけられ、休
む間もなくたくさんの人が来ます。会長は一人一人丁寧に対
応していまいた。笑った顔はかわいいですね！

●台風襲来⁉新潟に帰れるのか…
　ちょうどこの二日間(18日、19日)は台風14号（最大クラス）が九州から関西辺りを経過し、20日
には新潟を通るということでどうなるかと心配でした。特に19日の朝は風や雨が強く、このまま
行くとやばいか⁉と思いましたがお昼頃には雨も止み、太陽が出ていました。(暑かった～)何
事もなく無事に帰れました。

●まとめ
　今回参加してみて、いい経験がたくさんできました。そして楽しかったです。まだ参加したこ
とない方、特に若い職員！ぜひ参加してみてください。次回は名古屋です！結局なにが言いた
かったっていうと・・・ホテルが本館と別館があって移動がちょっと大変だったってこと。(ベット
は最高でした)

立するシステムであるそうです。どんなシステムでも、それを正常に機能させることは、知識や
配慮はもちろん、色々な意味での対人関係における配慮とバランス感覚が必須です。　新しい
システムは、その信念を納得し受けいれた人たちの中でこそ生まれ発展するものだと感じまし
た。その岩崎さんがおっしゃった、「行政は、民間に委託をしていかに効率よく支援をするか」と
いう言葉に頷きました。“共生社会” は、人々がすべて分け隔てなく暮らしていくことのできる社
会のことです。私たち民間の専門家は、訪ねてくる人に支援の手をさしのべます。選ばれる側で
すので、自分たちのできる知識技術をいかに柔軟に地域に還元するかが大事です。萌気会は、
地域と共に発展を継続しています。求められることを感知し、システムに乗り切らなかった部分
に手を差し伸べる法人と思います。法人の職員の一人として、支援を継続するために日々の実
情に疑問を抱きつつ、平凡に埋もれないように生きていきたいと思います。
　地域全体がますます安心・発展いたしますように。

【研修報告】
第１回　地域共生を支える医療・介護・市民全国ネットワーク

全国の集い in 湘南ひらつか2022

事務局介護担当　髙橋　由香

　2023年度は、名古屋大会です。医療・介護部門からの研究発表を募ります。
「緩和ケアと看取り」「在宅生活の継続」「新しい試み」などカテゴリー別の取組み
を発表しませんか。
　一緒に名古屋に行きましょう！！
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編 集 後 記 萌気園老人ホーム　すみれ草　小宮山　典子
　朝、晩だいぶ涼しくなってきました。
　我が家も毛布を出したり、今朝は雨だったこともあり暖房
を入れました。寒暖差がありますので体調には十分にお気を
つけ下さい。
　萌気園はおかげさまで今年30周年を迎え、式典の委員長

を中心に役員が準備を進めてまいりました。
　前回のもえぎ新聞でも活動報告があったと思いますが、い
よいよ萌気園創立30周年記念式典が10月23日に行われるこ
とになります。その様子は今後のもえぎ新聞でご覧いただけ
るかと思います。

浦佐診療所ＷＥＢ予約
24時間、いつでもどこでも、簡単予約♪

https://moegien-urasa.mdja.jp

QRコードを読み取って下さい。

WEB予約はこちらへ
浦佐診療所 025-777-5222
※夕方と土曜の診療は、WEB予約のみとなります。

新規定

インフルエンザワクチンを含む場合

インフルエンザ
ワクチン 新型コロナワクチン

インフルエンザ
ワクチン

インフルエンザ
ワクチン

間
隔
に
関
す
る

既
定
な
し

間
隔
に
関
す
る

既
定
な
し

同
時

接
種
可

インフルエンザ予防接種のお知らせ
1. 診療所　接種開始期日・時間・妊婦

　・流行前の12 月末までに接種されることをお勧めします

　・小児はできるだけ早めに1回目の接種を行ってください
　・65歳以上で南魚沼市以外にお住まいの方は受付にて予診票をお渡します、お声がけください。

・来院する時はマスクの着用をお願いいたします。 
・“インフルエンザ予防接種専用予診票 ”を診療所に用意していますので、必ずお使いください。 
・あらかじめ記載した “インフルエンザ予防接種専用予診票 ”を持参いただきますと比較的スムーズです。
・予防接種の効果があらわれるまで 2 週間ほどかかります。
・新型コロナウイルス予防接種との接種間隔は下記表をご覧ください。
・新型コロナウイルス予防接種との同時接種は行っておりません。
・浦佐診療所の夕方と土曜の接種はWEB 予約のみです。予約の無い方は平日 ( 月~金 )の午前 (8:30~11:30)
   にお越しください。 
・月曜日の午前中は大変込み合いますので、接種までにお時間を頂戴する場合がございます。
   予め了承いただけますようお願い申し上げます。

萌気園　浦佐診療所　　電話 025-777-5222
萌気園　二日町診療所　電話 025-778-0088

3. 接種料金

4. お知らせ事項

2. 接種同意・同伴

診療所 接種開始 時　間 月～金 土曜 日曜 祝日 妊　婦

浦　佐
診療所

二日町
診療所

10月3日
月曜日
開始予定

午前8:30～11:30 ◯ ネット
予約のみ × ×

午後4:30～5:30 ネット
予約のみ × × ×

午前8:30～11:30 ◯ ◯ × ◯
午後4:30～5:30 ◯ × × ×

接種を受付けて
います

年　齢 区　分 接種回数 １回料金 合計料金

65歳以上② 一般（南魚沼市外など） 3,500円 3,500円
65歳以上障がい者 障害要件該当者 1,560円 1,560円
13歳～64歳 一　般 3,500円 3,500円
3歳～12歳 小児　① 2,700円 5,400円
1歳、2歳 小児　② 2,000円 4,000円

65歳以上① 南魚沼市内在住　葉書あり
※保険証か免許証を持参願います

１回

２回

1,560円 1,560円

年　齢 保護者等署名 保護者等同伴
16歳～18歳 不　要 不　要

・未成年者が一人で来院の際は、急変
時の対応のため保護者の連絡先を確
認します。（保護者は接種時に連絡が
取れるようにしてください。）

1歳～15歳
0歳児：0歳 接種を受付けておりません

必　要 必　要
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