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新型コロナワクチン接種にかかる２回目の接種について
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・併せて、対象者本人に対し、接種日程の変更及び手続き等について
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○変更後の日程でご都合の
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・２回目の予約変更や、すでに予約している２回目のキャンセルについては、市側で対応
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