
コロナウイルスの 病気を 広げないための 大阪府からの お願い

大阪府は 2020年11月12日から11月28日まで みなさんに 次のことを お願いします。

びょうき ひろ おおさかふ ねが

おおさかふ ねん がつ にち がつ にち つぎ ねが

◆食べるときは 小さな 声で 話を してください

1．お酒を 飲みながら 話をしたり、 ご飯を 食べたり するとき

た こえちい はなし

◆マスクを してください

■次のときは、 コロナの 病気に なりやすいです。

気をつけて ください。

２． たくさんの人が 集まったり、 長い時間に なったりして、

飲んだり 食べたり するとき

３． マスクを 付けないで 話をするとき

４． 狭いところで、 他の人と 一緒に 住んでいるとき

５． あるところから 他のところに 行ったとき

さけ

つぎ びょうき
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すいっしょひとほかせま

ほか



コロナウイルスの病気に なりやすい 「５つのとき」

③ ④ ⑤
マスクを 付けないで

話をするとき

狭いところで、 他の人と

一緒に 住んでいるとき

お酒を 飲むと、 病気に ならないように 気をつけることが できなくなったり、

大きな声で 話したり しやすいです。

狭くて、 外の 空気が 入らない 場所に、 長い時間 いたり、たくさんの人と

一緒に いたりすると、 病気に なりやすいです。

また、 他の人と 同じグラスで 飲み物を 飲んだり、 他の人と 同じ 箸を

使ったりする ことでも、 病気に なりやすいです。

In communal living in a tight space, people share 
closed spaces for a long time and infection risk 
increases.
Infections which might have occurred at a room or 
a shared space such as toilet in a dormitory have 
been reported.

When people switch places, for example taking a 
break during office time, infection risk can 
increase due to people’s slackening or change of 
the circumstance.
Infections which might have occurred at resting, 
smoking and dressing rooms have been reported. 

②①

びょうき

たくさんの人が 集まったり、 長い時間に なったり

して、 飲んだり 食べたり するとき

あるところから

他のところに 行ったとき

た
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お酒を 飲みながら 話をしたり、

ご飯を 食べたり するとき

さけ の はなし

はん た
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ほか ひと おな の もの の ほか ひと おな はし

つか びょうき

他の人と 食事をするときは、 次のことに 気をつけてください。

・少ない 人数で 食事をしてください。

・短い 時間で 食事をしてください。

・多い 人数で 飲んだり 食べたり すると、 話すときに 大きな 声に なったり、

つばが 飛んだり することで、 病気に なりやすいです。

・お酒を 飲むとき、 行く 店は １日に １つだけに してください。

ほか
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マスクを 付けないで、 他の人と 近くで 話をしたり、

歌ったりすると、 つばが 飛ぶことで 病気に

なりやすいです。

他の人と 一緒に 車や バスに 乗るときも マスク

を つけて ください。

つ ほか ひと ちか はなし

うた と びょうき

ほか ひと いっしょくるま の

びょうき

みせいのさけ

狭いところで、 長い時間 一緒に いると、 病気に

なりやすいです。

寮＜＝同じ 学校に 行っている 人や、 同じ 会社

で 仕事をしている 人が、 一緒に 住むところ＞の

部屋や トイレなど、 みんなで 使うところに

いるときは、 病気に なりやすいので 気をつけてく

ださい。
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仕事の 間の 休憩＜＝少しの間 休んで 心や 体

の 疲れを とること＞の 時間に なったときに、

仕事を している ところから 他のところに 行くと、

病気に なりやすいです。

休憩室＜＝少しの間 休んで 心や 体の 疲れをと

る ところ＞、 喫煙所＜＝たばこを 吸うところ＞、

更衣室＜＝服を 着替えるところ＞などに 行くとき

は、 気をつけてください。
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