
9　　広報 YOSHINO

COVID-19 Infomation 新型コロナ対策関連情報

感染力が強い変異株の感染を防ぐにも、「基本的な感染予防策」が有効です。「基本的な感染予防策」にあわせて、

改めて次のポイントをご確認いただいて、感染拡大防止に向けた取り組みに、引き続きご協力をお願いします。

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぎましょう

□多人数、長時間は避ける。

□お箸やお皿の共用、大皿での取り
分けを避ける。

□対面ではなく、　　　　　　　　
横並び・互い違いで座る。

□大声での会話は避ける。

□お酌、グラスやおちょこの回し飲
みは避ける。

□外食する時は、お店の感染防止対
策をチェック（消毒液、従業員のマ
スク、座席間隔等）

気をつけてほしいポイント

参考：「新しい生活様式」の実践例（内閣官房）、県民のみなさまへのお願い（奈良県ホームページ）

✓

感染予防

シチュエーション別

飲　　食

□帰宅後すぐに、手や顔を洗う。

□できるだけすぐに着替えや　　
シャワー

□こまめに洗濯

□家の中でも咳エチケット

□手で触れる共有部分を定期的に
消毒

□タオルは、トイレ・洗面所・キッチ
ンなどで共有しない。

□ゴミはすぐに密閉して捨てる。

帰宅時・家の中

□1人または少人数で空いた時間
に。

□現金の直接の手渡しをなるべく
避ける。

□展示品への接触は控えめに。

□計画的に素早く済ます。

□レジに並ぶときは、　　　　　　
間隔をあける。

買い物

□公園は、すいた時間･場所を選ぶ。

□ジョギングや自転車も少人数で、
間隔をあける。

□マスクを着用した状態で、息が上が
るほどの運動は避ける。

□狭い部屋での長居は避ける。

娯楽･スポーツ

□マスクを着けて、換気の徹底

□長時間のドライブは避ける。

車の同乗

□会話は控えめに。

□混んでいる時間帯は避ける。

□徒歩や自転車利用も併用する。

公共交通機関の利用

ット

　　 　 　

　

□
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子育てひろば子育てひろば子育てひろば子育てひろば子育てひろば子育てひろば
子育て中の親子が交流する場や子育て相談のお知らせ

親子で気軽に集まり、自由に過ごしま
す。
※都合のよい時間にお越しください。

みんなでふれあい遊びや製作をします。
※申込は不要です。

子育て相談 ９月25日（土）

育児に関する悩みや心配事をお気軽に
お話しください。保健師がお待ちしてお
ります。※申込は不要です。

子育てに　　
関わっている方

吉野町公式ホームページはこちら（子育て・母子保健情報）
http://www.town.yoshino.nara.jp/chomin/

　　　 lifeseen/kosodate/

名　前 月　日 時  間 対　象 内　　容 場　所 お問合せ

ヨガで体もこころもリラックス
※当日までにお申込みください。9月17日（金）10:00～ 11:00

にこにこルーム

にこにこランド

育児相談

吉野町
中央公民館

9:30～
11：30

9:30～
11：30

9月24日（金） 保健センター
(健やか一番館
４階)

長寿福祉課
保健センター
(NTT)℡ 32-0521
 ( I P) ℡ 39-9079

10:00～
 11:00

9月  ２日（木）
9月  ９日（木）
9月16日（木）

９月  7日（火）
9月14日（火）

乳幼児のおやつづくり
※3日前までにお申し込みください。子育て講座  9月  9日（木）10:30～ 11:30

育児サークル
「ぴよぴよ広場」

未就園児と保護
者・妊婦の方

1
２ ３

▶会話時は必ず着用
□鼻出しマスク×　あごマスク×
□着けたら外側は触らない。

□ひもを持って着脱

▶こんな時もマスクを必ず着用しましょう。
□同居していない人と会うとき

□車に同乗するとき

▶こんなタイミングでは必ず
□共用の物を触った後

□食事の前後

□公共交通機関の利用後

▶1つの密でも避けましょう。

正しく使おう マスク

こまめにしよう 手洗い・手指消毒 目指そう ゼロ密

基本的な感染予防策未就園児と
保護者

未就園児と
保護者

未就園児と
保護者

よしの
こども園

よしのこども園
わかばこども園

よしの
こども園

1３:00～
 1６:00

子育てに関する悩みや心配事をお気軽に
お話しください。臨床心理士がお待ちし
ています。※事前にお申し込みください。

未就園児と
保護者

７月のぴよぴよ広場（育児サークル）
7月９日のぴよぴよ広場は、キットパスアートインストラクター・petapeta-art®アドバイザー いしい かおり さんにお

越しいただき、「かきごおり」「ぺんぎん」をモチーフにした手形・足形アートを作りました。

色とりどりの手形や足形を紙にとり、世界に1つの作品ができました。ぜひおうちに飾ってくださいね。

次回ぴよぴよ広場は、ヨガを行います（託児あります）。ヨガ

で体もこころもリラックスしませんか。上記育児サークル欄

を確認の上、お申込みください。ご参加お待ちしています。

教育委員会事務局
教育総務課

( I P) ℡ 32-０１９０
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