
新型コロナワクチン（65歳以上） 接種実施医療機関

※掲載している医療機関の他にも接種可能な医療機関
　があります。まずはかかりつけ医に相談してくださ
　い。

本庁・装港・小瀬地区
いしいケア・クリニック ☎29-0114
岩国中央病院 ☎23-1600
岩見内科医院 ☎21-0077
沖井クリニック ☎21-0720
桑原内科 ☎21-0839
小林クリニック ☎23-5884
小林耳鼻咽喉科医院 ☎21-2718
さくらぎ循環器・内科クリニック ☎35-5011
とくとみクリニック ☎24-5000
はせがわクリニック ☎21-1117
マサキ外科肛門科 ☎22-0088
まつい内科クリニック ☎30-1200
やすだクリニック ☎21-1110
岩国・藤河・御庄地区
岩国第一病院 ☎41-0019
牛野谷クリニック ☎35-1010
錦病院 ☎41-0177
ふくもと内科・循環器科 ☎45-2020
平田・川下・愛宕地区
岡山医院 ☎32-2288
松原クリニック循環器科・内科 ☎31-5566
森川胃腸科内科 ☎23-7541

灘・通津・由宇地区
伊原内科消化器科 ☎63-3300
久米医院 ☎63-0123
西岡医院 ☎38-2220
藤本循環器科・内科 ☎31-3377
横田胃腸科・外科・肛門科 ☎32-1500
周東地区
岩本医院 ☎84-0011
河郷診療所 ☎85-0010
藤政病院 ☎84-0037
松井医院 ☎84-0035
玖珂地区
玖珂クリニック ☎82-6611
玖珂中央病院 ☎82-5123
山口平成病院 ☎82-6111
錦・美川・美和・本郷地区
岩国市立錦中央病院 ☎72-2321
岩国市立本郷診療所 ☎75-2770
岩国市立美和病院 ☎96-1155
福田医院 ☎77-0012

（50音順）

お願い
〇４月26日までに接種券がお手元に届かない場合は、岩国市健康推進課に連絡してください。
〇届いた接種券は、２回目の接種が終わるまで、大切に保管してください。
〇新型コロナワクチン接種の前後に別の予防接種を行う場合は、13日以上の間隔を空けてください。
〇６月末までに、接種を希望するすべての高齢者の１回目の接種が終わるように予約をお願いします。
〇ワクチン有効活用のため、予約をキャンセルする場合は早めの連絡をお願いします。

医療機関での
接種を希望

かかりつけ医
等に相談 予約できない 裏面の集団接種へ

日時を予約予約できる 接種へ

！
ワクチンの接種回数は２回です。
２回目の接種は１回目の接種を受けた医療機関に相談してください。

　岩国市健康推進課（保健センター）　0827-24-3751問
※４月15日時点の情報です。



新型コロナワクチン（65歳以上）集団接種会場・実施日程

■岩国①＝愛宕スポーツコンプレックスカルチャーセンター　■岩国②＝岩国市役所１階多目的ホール　
■岩国③＝岩国市保健センター　■岩国④＝いわくに消防防災センター　■岩国⑤＝岩国市民文化会館大ホール　
■岩国⑥＝岩国運動公園総合体育館　■岩国⑦＝麻里布小学校講堂　■周東＝周東体育センター　
■玖珂＝総合センター奏内玖珂中央コミュニティセンター多目的ホール　■由宇＝由宇文化スポーツセンターゆうたん
アリーナ　■美川＝美川コミュニティセンター　■美和＝ハーモニーみわ　■錦＝錦ふるさとセンター　
■本郷＝本郷ふるさと交流館

集団接種会場一覧

〇新型コロナワクチン接種の前後に別の予防接種を行う場合は、13日以上の間隔を空けてください。
〇６月末までに、接種を希望するすべての高齢者の１回目の接種が終わるように予約をお願いします。

お願い

１回目接種 ２回目接種
日付 会場 日付 会場
5/20㈭ 岩国① 6/10㈭ 岩国①
5/21㈮ 周東 6/11㈮ 周東
5/22㈯ 岩国② 6/12㈯ 岩国②

5/23㈰
岩国②

6/13㈰
岩国②

玖珂 玖珂
5/26㈬ 由宇 6/16㈬ 由宇

5/27㈭
由宇

6/17㈭
由宇

周東 周東
5/28㈮ 周東 6/18㈮ 周東

5/29㈯
岩国①

6/19㈯
岩国①

岩国② 岩国②

5/30㈰
岩国①

6/20㈰
岩国①

岩国② 岩国②
5/31㈪ 岩国① 6/21㈪ 岩国④
6/1㈫ 岩国① 6/23㈬ 岩国⑥

6/2㈬ 岩国① 6/23㈬
岩国⑤
岩国⑥

6/3㈭
美川 6/24㈭ 美川
岩国① 6/26㈯ 岩国①

１回目接種 ２回目接種
日付 会場 日付 会場

6/4㈮
美和 6/24㈭ 美和
本郷 6/25㈮ 本郷

6/5㈯
美和 6/25㈮ 美和
岩国③ 6/26㈯ 岩国③
錦 6/26㈯ 錦

6/6㈰ 岩国③ 6/27㈰ 岩国③
6/7㈪ 岩国① 6/28㈪ 岩国①
6/8㈫ 岩国① 6/29㈫ 岩国①
6/9㈬ 岩国① 6/30㈬ 岩国①
6/10㈭ 岩国① 7/1㈭ 岩国①
6/11㈮ 周東 7/3㈯ 周東

6/12㈯
岩国② 7/2㈮ 岩国①
玖珂 7/4㈰ 玖珂

6/13㈰
岩国② 7/4㈰ 岩国①
玖珂 7/4㈰ 玖珂

6/15㈫ 岩国① 7/4㈰ 岩国①
6/16㈬ 岩国① － －
6/18㈮ 周東 － －
6/19㈯ 岩国① － －

１回目接種 ２回目接種
日付 会場 日付 会場

6/20㈰
岩国① － －
岩国⑦ － －

6/23㈬ 岩国⑤ － －
6/26㈯ 岩国① － －
6/27㈰ 岩国① － －
6/28㈪ 岩国① － －
6/29㈫ 岩国① － －

6/30㈬
岩国① － －
岩国⑤ － －

7/1㈭ 岩国① － －
7/2㈮ 岩国① － －
7/3㈯ 周東 － －

7/4㈰
岩国① － －
玖珂 － －

※４月15日時点の情報です。

7/5㈪以降の日程は、コールセンターま
たはＷｅｂ予約システム上で確認して
ください

〇１回目の接種から21日目（最低でも19日目以降）に２回目の接種予約をお願いします。
  21日を過ぎたときは、なるべく早く接種してください。

接種回数は１回目から原則３週間空けて２回です。１回目と２回目の組み合わせ日程を掲載しています。

〇ワクチン有効活用のため、予約をキャンセルする場合は早めの連絡をお願いします。

※柱島地区は集団接種を予定しています。詳細は別途お知らせします。

※届いた接種券は、２回目の接種が終わ
　るまで、大切に保管してください。

４月26日㈪から集団接種の予約を開始します

※ 6月末までに、接種を希望する高齢者すべての 1回目の接種が終わるようにご協力をお願いします。コールセンターで予約 0570-200-495

Web予約システムで
日時を確認して予約 検索岩国　コロナワクチン　予約

https://ｖ-yoyaku.jp/352080-iwakuni

または
下表から会場
と日程を確認
※医療機関での接種を
希望する方は裏面へ
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