
令和元年 10月 10日 

在園児の保護者の方へ 

園長：三谷 美千保 

 

インフルエンザ予防接種について（1回目） 

 

ｲﾝﾌｴﾝｻﾞ予防接種について案内します。保護者の方は、下記の日程内で、子供と一緒に、三

倉医院まで受けに行って下さい。尚、保護者の方が付き添えない場合は、「委任状」に記入、

捺印の上、問診票と合わせて職員まで提出をお願いします。 

※委任状は当園にあります。必要な方は職員に声をかけて下さい。 

 

◆嘱託医療機関：三倉医院 

〒426-0015  藤枝市五十海 4-14-21  電話：054-644-1235 

駐車場は、3 台分ほど有り。駐車場がせまいので注意して下さい。病院の場所は、ｽｰﾊﾟｰ富士

屋いかるみ店の前です。当園ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの「連携医療機関」の中にも三倉医院さんのﾎｰﾑﾍﾟｰ

ｼﾞがあり、ﾘﾝｸしています。 

 

◆受付時間 

午前 8：30～12：00  午後 3：00～6：00 

 

◆休診日 

日曜日、祝日、木曜日の午後、土曜日の午後 

 

◆日程（1 回目） ※注意・前回のお知らせから日程を一部変更しています。 

10月 23日（水）～11月 2日（土）までの期間です。 

 

●注意事項 

ｲﾝﾌｴﾝｻﾞ予防接種に行く前に、必ず 2日～3日前に三倉医院へ電話連絡・予約して下さい。 

 

電話予約・事例 「保育園わんぱくルームに預けている○○です。子どもの名前は○○で、年

齢は○歳です。○月○日の○時頃に、ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種を受けに行きますので宜しくお願

いします。」と事前の予約連絡が必要です。 

問診票、母子手帳、念の為に保険証を持って行く事を忘れないようにお願いします。支払いの

必要はありません。 接種後は必ず、報告をお願いします。午前中に接種された場合は、当日

の保育園はお休みして下さい。 

※2回目の予防接種の日程は、11月 25日（月）以降を予定してます。改めてお知らせします。 



October 10 

To parents 

Director: Michiho Mitani 

 

About influenza vaccination (the first) 

 

We will guide you about immunization. If you are a guardian, please go to 

the Mikura Clinic with your child within the following schedule. If the guardian 

is not accompanied, please fill out and seal the “proxy” and submit it to 

the staff along with the questionnaire. 

The power of attorney is at our school. If you need it, please speak to the 

staff. 

 

◆ Specialized medical institution: Mikura Clinic 

〒426-0015 4-14-21 Ikarumi, Fujieda City Tel: 054-644-1235 

There are about 3 parking spaces. Please note that the parking lot is 

small. The location of the hospital is in front of the Super Fujiya Ikarumi 

store. There is also a home page of Mikura Clinic in the “Cooperative 

Medical Institution” on our homepage. 

 

◆ Reception hours 

8: 30-12: 00 AM, 15: 00-18: 00 PM 

 

◆ Closed day 

Sunday, public holidays, Thursday afternoon, Saturday afternoon 

 

◆ Schedule (first time) 

Attention ・ The schedule has been partially changed from the previous 

announcement. 

The period from October 23 (Wednesday) to November 2 (Saturday). 

 

◆ Notes 

Make sure to contact Mikura Clinic by phone and make a reservation 2 to 3 

days before going to the immunization. 

 



Phone reservations / examples: “I am in the nursery school naughty room. 

My child's name is ○○ and my age is ○. I will go to get an influenza 

vaccination around the day of the month. Please contact us in advance ". 

 

Please do not forget to bring your health insurance card just in case of a 

medical checkup form, mother and child notebook. There is no need to pay. 

Please be sure to report after vaccination. If you are vaccinated in the 

morning, please take a day off from the nursery school. 

The schedule for the second vaccination is scheduled for November 25th 

(Monday). I will inform you again. 


