＜やさしいにほんご＞
令和 3 年 5 月 24 日 高知県知事メッセージをもとに作成：高知県国際交流協会（KIA）2021/5/24
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【COVID-19】＜5月24日＞高知の知事のメッセージ
⚫

高知県(こうちけん）では、先週（せんしゅう）から

新型(しんがた）コロナウイルスの

んせんしゃ＝びょうきに なる ひと)が、 とても

増（ふ）えました。今日（きょう）から 「感染

症対応の目安（かんせんしょう

たいおうの めやす）」の

ステージを

警戒（けいかい）の オレ

ンジ色（いろ） から 特別警戒（とくべつけいかい）の 赤色（あかいろ）
⚫

・「高知観光トク割キャンペーン(こうち かんこう
→しばらくのあいだ つかうことが

感染者 (か

にあげました。

とくわり きゃんぺーん)」

できません。

・「高知観光リカバリーキャンペーン(こうち かんこう りかばりー きゃんぺーん)」
→しばらくのあいだ つかうことが

できません。

・「Go To Eat（ごーつーいーと）」
→５月(がつ)２６日(にち)～６月(がつ)８日(にち)まで、できるだけ つかわないで ください。
宅配(たくはい)や

テイクアウトのときは

つかっても いいです。

＊「Go To Eat」の食事券(しょくじけん)は 7 月(がつ)14 日(にち)

⚫

すいようび まで

つかうことが

できます。

高知市(こうちし)と 四万十市(しまんとし)
５月(がつ)２６日(にち)

から

６月(がつ)８日(にち)

たべたり、おさけを のんだりする
お店(みせ)の
せ)で

まで、飲食店(いんしょくてん＝ごはんを

みせ)は よる８時(じ)まで。

ひとは、よる８時(じ)には お店(みせ)を しめるよう

たべる ひとは

よる８時(じ)より おそくに

お店(みせ)に

おねがいします。お店(み

いないよう

協力（きょうりょく）してくれる 店（みせ）には、高知県(こうちけん)から

おねがいします。

協力金（きょうりょ

くきん＝おかね）を はらいます。
⚫

外（そと）で「飲食・会食(いんしょく・かいしょく＝ひとと
けを

のんだり すること)」を

して、コロナウイルスの

いっしょに

ごはんを たべたり、さ

感染（かんせん）が

家（いえ）や

職

場（しょくば＝しごとの ばしょ）に ひろがっています。
⚫

みなさまは、つぎの ①と

②に きをつけて ください。

①「会食（かいしょく）
」
〈＝ひとと
は、ひるも よるも

いっしょに ごはんを

たべたり、さけを のんだり

すること〉

「４人(にん)以下(いか)、2 時間(じかん)以内(いない)」で おねがいします。

②「会食(かいしょく)」のとき、話(はなし)を するときは、マスクを つけてください。
⚫

いま

高齢者(こうれいしゃ＝65 さい いじょうの

ひと)が ワクチン接種(せっしゅ)を していま

す。ワクチン接種(せっしゅ)が おわるまでは コロナの
みなさまの

感染(かんせん)を ふやさないように

協力（きょうりょく）を おねがいします。
２０２１年５月２４日
知事(ちじ)

浜田 省司（はまだ せいじ）

【コロナ】こうちけんに

すんでいる

みなさまへ

おねがい ①

コロナ：ステージ⇒ 特別警戒 (とくべつけいかい)【あか】 〔2021ねん 5がつ 24にち じてん〕
○営業時間(えいぎょうじかん)短縮(たんしゅく)の協力(きょうりょく)要請(ようせい)
＜＝おみせの じかんを みじかく してください＞
い つ ：

２０２１ねん ５がつ ２６にち ～ 6がつ 8にち

じかん ：

よる8時 (じ) から

ばしょ ：

高知市（こうちし）、四万十市 （しまんとし）

お み せ：

①飲食店(いんしょくてん)

あさ５時 (じ) まで おみせを しません。

たとえば、キャバレー、ナイトクラブ、スナック、バー、パブ、
料理店(りょうりてん)、喫茶店(きっさてん)、居酒屋(いざかや) など
※宅配（たくはい）〈＝いえに とどけること〉や テイクアウトは

②旅館(りょかん)・ホテル の

なかの

できます。

宴会場(えんかいじょう)や ごはんを

たべたり、さけを のんだりする ばしょ

③カラオケボックス、ライブハウス

【コロナ】こうちけんに すんでいる みなさまへの おねがい ②

＜やさしい にほんご＞
高知県の発表をもとに
(公財)高知県国際交流協会作成

コロナ：ステージ ⇒ 特別警戒 (とくべつけいかい) 【あか】 〔2021ねん 5がつ ２４にち じてん〕
５がつ24にち からの おねがい（６がつ８にち まで）
○高知県(こうちけん）では、*変異株(へんいかぶ）の かんせんが おおい です。
いままでよりも もっと かんせん ぼうし たいさく 〈＝コロナに ならないように きを つけること〉を してください。
（１）マスクを する。３密(さんみつ)に きを つける。
（２）スポーツを するときは、ふくを きがえる へやや みんなが つかう ばしょの しょうどくや かんき(＝くうきの いれかえ)を なんかいも してください。
（３）せっしょくかくにんアプリ「COCOA」を インストールしましょう。
（４）コロナに なったひとや そのかぞく、びょういんで はたらいている ひとを わるく いったり、いじわるな ことを したりしては いけません。

＊変異株(へんいかぶ)・・・ウイルスの
かたちが かわったもの。いままでの
ウイルスより かんせん しやすく、
びょうきが ひどく なりやすい。

○おみせや かいしゃの ひとへ
（１）ガイドラインの かんせんぼうしたいさく 《とくに、あなたの みせや かいしゃで はたらく ひとが マスクを つけること》を まもってください。
（２）おさけを だす おみせや スポーツしせつの かんりしゃの みなさまは、ガイドラインを かならず まもってください。

１ がいしゅつ 〈＝いえの そとに でること〉 について

がいしゅつ しても いいです。かんせんぼうしたいさく をしてください。
５がつ２６にち から ６がつ８にち まで、 高知市(こうちし)と 四万十市(しまんとし）の 飲食店(いんしょくてん）は よる8時(じ)までに してください。
高知市(こうちし)と 四万十市(しまんとし）の 飲食店(いんしょくてん)には、 よる8時(じ)を すぎたら いかないように してください。

２ ほかの 県(けん)に いくとき
（１）「緊急事態宣言（きんきゅう じたい せんげん)の ばしょ」「まん延防止等重点措置(まんえん ぼうしとう じゅうてん そち）の ばしょ」 には、
できるだけ いかないで ください。いくときは、マスクを することや ３密(さんみつ)に ならない などの かんせんぼうしたいさくを かならず してください（６がつ２０にち まで)。
（２）りょこうに いくときは、コロナに なっているひとが すくないところや すくないときを えらんで、いつも あっている ともだちと いってください。
（３）ほかの 県(けん)に いくときは、そこの 知事(ちじ)の メッセージや おねがいを まもってください。
（４）(1)～(3)を まもることが むずかしい ときは、ほかの県(けん)に いくことは よく かんがえてください。
（５）ねつが あるときや げんきじゃない ときは、ほかの県(けん)に いかないでください。

３ 会食(かいしょく＝ひとと いっしょに ごはんを たべる とき)

つぎの ことに きをつけて たのしんでください。
（１）「４人(にん)以下(いか)」「2時間(じかん）以内(いない)」で おねがい します。
（２） 食(た)べる まえや 食(た)べた あとは、できるだけ マスクをして はなしを してください。「マスクなしでの かいわ」は かんせん しやすいです。
（３）とくに、「ひとが つかった コップで おさけを のむ」 や 「おおきい こえで はなす」、「マスクなしで カラオケ」は、しないでください。

４ イベント等(とう)について

つぎのことに きをつけて 業種別(ぎょうしゅべつ)ガイドラインに もとづく 感染防止対策(かんせんぼうしたいさく)を かならず してください。
・おおきい声(こえ)を ださない イベントなど 〔クラシックおんがくコンサート、式典(しきてん)、展示会(てんじかい)等〕：収容率(しゅうようりつ)１００％
(にんずうのじょうげん)
・おおきい声(こえ)を だす イベントなど 〔ロック・ポップコンサート、スポーツイベント等〕
：収容率(しゅうようりつ) ５０％
（ひとつのグループで ５にんより すくないときは、いすと いすを はなさなくても よい。そのときは、収容率(しゅうようりつ)が 50％を こえても よい。）
（２）たくさんの 県(けん)に いく イベントや、1,000にんより おおいひとが くる イベントは、イベントを するまえに 県(けん)に そうだん してください。

（１）人数の上限

５ 県立施設(けんりつしせつ)に ついて

やっています。 業種別(ぎょうしゅべつ)ガイドライン等に もとづく 感染防止対策(かんせんぼうしたいさく)を しています。

観光（かんこう）キャンペーン 一時休止（いちじきゅうし）のおしらせ
-高知県観光振興部（こうちけん かんこう しんこうぶ）-
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○高知県(こうちけん)観光(かんこう)トク割(とくわり)キャンペーン

・高知県内（こうちけんない）で コロナに 感染（かんせん）しているひとが ふえていますから、
５がつ ２５にち から キャンペーンを 一時休止（いちじきゅうし）〈＝しばらくのあいだ やめること〉
と します。

・５がつ ２５にち より あとの 予約（よやく）は、キャンペーンに はいりません。
割引（わりびき）と 「おもてなしクーポン」も ありません。
※５がつ２４にち より まえの 予約（よやく）は、キャンペーンに はいります。
「おもてなしクーポン」は、 飲食店（いんしょくてん）〈＝ごはんを たべたり、さけをのんだり するところ〉
で つかわないで ください。
○高知観光(こうちかんこう)リカバリーキャンペーン
・このキャンペーンも、５がつ２５にち から 一時休止(いちじきゅうし)〈＝しばらくのあいだやめること〉
します。
・５がつ ２５にち より あとの 予約（よやく）は、キャンペーンに はいりません。
交通費用助成（こうつう ひよう じょせい）〈＝のりものや こうそくどうろの おかねの 一部(いちぶ）
を 県(けん)が はらうこと〉も ありません。

