
新型コロナウイルスワクチンの 注射の お知らせ

大阪市

▼注射を 受けるために お金は いりません。無料です。

▼家に 注射を 受ける 券などが 入った 手紙が 届きます。

※一人に 一つの 手紙が 届きます。

▼手紙は 65歳以上の人から 順番に 届きます。
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大阪市から 手紙が 届きます。

一人に 一つの 手紙 です。 手紙には ５枚 入っています。

※お願い

・②予診票は ２枚 入っています。

・注射は、はじめに受けたあと、だいたい２０日くらい あいだをあけて、2回目の 注射を 受けます。

・２回目の 注射も ①接種券や ②予診票が 必要なので 大切に 持っておいてください。

封筒

②予診票 2枚
③新型コロナウイルスワクチン

接種のお知らせ

④新型コロナウイルスワクチン

予防接種についての説明書
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手紙の 中に 入っている もの①、②

①接種券
・注射を 受けるための 券です。

・注射は 2回 受けます。

・１回目が 終われば そのまま 持っておいてください。

※２回目の 注射を 受ける ために 必要です。

②予診票

2枚 ・注射を 受ける 前に あなたの 健康の 様子を 書きます。

・注射を 受けるために ２回 書きます。

・書きかたは 別に 書いています ので 見てください。
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手紙の 中に 入っている もの③、④

③新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ

・注射を 受けるための 方法が 書いています。

・予約の 方法は 別に 書いていますので 見てください。

④新型コロナウイルスワクチン予防接種についての説明書

・ワクチンのことを書いています。

※注射を 受けられない人のこと、 注射を 受けるときに 医者に聞くこと、

注射を 受けたあとに 腕が痛くなったり 熱がでたりするかもしれないこと

などを 書いています。 よく読んで ください。
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注射を 受けることができる 順番の ハガキが 届きます。

（届くまで 待っておいてください。）

▼ピンク色の ハガキが 届けば 注射の 予約を します。

▼ハガキには 注射を 受ける場所や 予約のことを 書いています。

※注射を 受ける場所や 病院は 大阪市のホームページで

調べるか、コールセンターに 聞いてください。
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