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Dos and Don’ts to avoid infection from COVID-19 

しんがた コロナウイルス かんせんしょう に かからない ために まもって ほしい こと 

My fellow citizens, please practice the following dos and don’ts to save not 

only your own life but the lives of your loved ones.  Thank you. 

しみんの みなさまに おかれましては、ごじしんは もとより、たいせつな ひとの  

いのちを まもる ために、いかの てんに ごきょうりょく いただき ますよう、 

おねがい します。 

Yoshihiko Fukuda       

 Chairman，COVID-19 Task Force Iwakuni City 

いわくにし しんがた コロナウイルス かんせんしょう 

                            たいさく ほんぶ ほんぶちょう ふくだ よしひこ 

 

■ Three Dos for citizens （しみんの みなさまへ ３つの おねがい） 

① Stay-at-home to the practical extent possible. 

なるべく いえに いましょう 

② Avoid crowded places. In particular, avoid “three “Cs.” 

ひとごみ は さけましょう ～３つの 「みつ」を さける～ 

③ Wash hands and practice Coughing etiquettes 

てあらい・せきエチケット を しましょう 

※ In a closed space with poor ventilation, leave the windows on each side 

wide open for a few minutes every half an hour. 

かんきの わるい みっぺい くうかん では、２ほうこう まど を、３０ぷん に １かい、 

すうふんかん、ぜんかい しましょう 

※ In a heavily crowded place, keep a distance of more than 2 meters between 

people. 

たすうが あつまる みっしゅう ばしょ では おたがいの きょりを ２メートル いじょう あけ

ましょう 

※ In a close situation, avoid speaking out loud in proximity of 2m or less to 

each other.  

Important  （じゅうよう） 



みっせつ ばめん では、きんきょり（２メートル いない）で はっせい する  

ばめん を さけましょう 

■ Four Dos for business owners (きぎょうの みなさまへ ４つの おねがい) 

① Avoid business trips to other prefectures. 

けんがい への しゅっちょう は ひかえて ください 

② Strongly ask not to come and visit from other prefectures. 

けんがい からの らいほうは じしゅく を おねがい してください 

③ Avoid holding events. 

イベントの かいさいは ひかえて ください 

④ Allow your employees to take a day off when having a fever. 

じゅうぎょういん に ねつが あるときは やすませて ください 

■ When having symptoms of a cold such as fever or cough 

はつねつ、せき など かぜしょうじょう が あるときは 

① Stop going to school or work and stay-at-home.  

がっこう や かいしゃ を やすみ、いえ に いましょう 

② When in doubt, consult with your doctor. 

しんぱいな ちきは、かかりつけ い に そうだん しましょう 

※ Make it a rule to check your temperature every day. 

ふだん から、まいにち、たいおん を はかり ましょう 

■ When you feel you’ve been infected by COVID-19 

しんがた コロナウイルス かんせんしょう に かかったかも？と おもったら 

○ When you are having symptoms of a cold or a fever of 99.5 F or greater, 

stop going to school or work and stay at home. If you are having a fever of 

99.5F or greater for consecutive four days, call Iwakuni Health and Welfare 

Center. 

    かぜの しょうじょう や ３７．５ど いじょうの ねつが あるときは、まずは   がっこうや か

いしゃを やすみ、いえに いましょう。３７．５ど いじょうの ねつ が ４か いじょう つづいたら、

いわくに けんこう ふくし センターに れんらく してください、 

○  If you are elderly or you have an underlying illness such as diabetes, 

chronic heart  illness, respiratory illness (e.g., COPD) or having dialysis 

treatment, using immuno-suppressant or carcinostatic agent, and are having 

symptoms of a cold or a fever of 99.5F or greater for consecutive two days, 

call Iwakuni Health and Welfare Center. 

   こうれいしゃ、とうにょうびょう、しんふぜん、こきゅうき しっかん（ＣＯＰＤなど）の  

きそしっかん を おもちの かた、じんこう とうせき ちりょうちゅう の かた,  

めんえき よくせいざい、こうがんざい しようちゅう の かたで、かぜの しょうじょう や  

３７．５ど いじょの ねつが ２か ていど つづいたら、 

いわくに けんこう ふくし センター に れんらくを してください。   



※ Expectant mothers should call the center early on just in case. 

   にんぷの ひとは、ねんのため はやめに ごぞうだん ください。 

○ Those with severe fatigue or respiratory distress should call the center 

a.s.a.p. 

   つよい だるさ や いきぐるしさ が ある ひとは すぐに いわくに けんこう ふくし 

 センター に れんらく を してください。 

Contact information: れんらくさき 

● Iwakuni Health and Welfare Center           Tel: (29) 1523 

   Reception hour : 09:00-17:00 (except Sat/Sun/Holiday) 

いわくに けんこう ふくし センター   でんわ：２９－１５２３ 

うけつけ じかん ごぜん ９じ～ごご ５じ（ど・にちよう、しゅくじつを のぞく） 

● Yamaguchi Pref. Health Promotion Section    Tel: 083 (933) 3502 

   Reception hour: 09:00-17:00 (open on Sat/Sun/Holiday, too) 

   やまぐちけん けんこう ぞうしん か   でんわ：０８３－９３３－３５０２ 

  うけつけ じかん ごぜん ９じ～ごご ５じ（ど・にちよう、しゅくじつ たいおう） 

 

City of Iwakuni has set up Task Office to cope with Special Cash Payment     

Implementation Program enacted as an Urgent Economic Stimulus Measure in  

response to COVID-19.  

   しでは しんがた コロナウイルス かんせんしょう たいさく きんきゅう けいざい  たいさく に かかる  

とくべつ ていがく きゅうふきん の じぎょう じっし に むけて とくべつ ていがく きゅうふきん  

たいさくしつ を せっち しました。 

Contact information: れんらくさき 

Free Dial: 0800-200-0975  (location: 1st Fl, Chamber of Commerce and Industries) 

フリーダイヤル：０８００－２００－０９７５（ばしょ：しょうこう かいぎしょ １かい） 

Reception hour: 09:00-17:00 (except Sat/Sun/Holiday) 

うけつけ じかん：ごぜん ９じ～ごご ５じ（ど・にちよう、しゅくじつを のぞく） 

 

※ Inquiries for other information on COVID-19 

そのたの しんがたコロナウイルス かんせんしょう にかんする おといあわせ さき 

○ Measures against infectious diseases    Health Promotion Section   Tel:24-3751 

かんせんしょうたいさく に かんすること けんこう すいしんか でんわ：２４－３７５１ 

○ Aids for businesses   Commerce/Industries Promotion Section      Tel:29-5110 

きぎょう しえん に かんすること しょうこう しんこうか でんわ：２９－５１１０ 

○ Other      City Policy Consultation Office      Tel:29-5017 

そのた に かんすること  しせい たいさく しつ  でんわ：２９－５０１７ 

 

Scan this QR code for 

updates on COVID-19 

 

Tel:24-3751
Tel:29-5110
Tel:29-5017


Medical Institutions open on Sundays/holidays and service hours 
しないきゅうじつ ざいたくい・しんりょううけつけ じかん  

09:00-16:30 (Medical practice is until 17:00) 
 ※Dental clinic closes at 16:00 

ごぜん ９じ～ごご ４じ はん（しんりょう は ごご ５じ まで） ※しか は しょうご まで 

 

※  The above is subject to change. Please check with newspaper or city 
homepage for details. 
じょうきは へんこうに なる ばあいが あります。とうじつ の しんぶん や  
し ホームページ などで ごかくにん ください 
※ Medical service is for emergencies only. 
きゅうきゅう いがいの ばあいは、ごえんりょ ください 
Inquiries: Community Healthcare Section     Tel:29-5011 
といあわせ：ちいき いりょうか        でんわ：２９－５０１１ 

Date にちじ Clinic びょういん Address じゅうしょ Phone でんわ 

June 7 (Sun) 

６がつ ７か（にち） 

Masuda ENT Clinic 

ますだ じびいんこう か 

2-chome, Ozu-machi 

おづ まち ２ちょうめ 
31-8231 

Hongo Dispensary 

ほんごう しんりょうしょ 

Hongo, Hongo-machi 

ほんごう まち ほんごう 
75-2770 

Mikawa Dental 

Dispensary 

みかわ しか しんりょうしょ 

Shimegami, Mikawa-machi 

みかわ まち しめがみ 76-0666 

June 14 (Sun) 

６がつ １４か（にち） 

Haruna Women’s Clinic 

はるな ウィメンズ クリニック 

1-chome, Hirata 

ひらた １ちょうめ 
32-7007 

Matsui Clinic 

まつい いいん 

Shimokubara, Shuto-machi 

しゅうとう まち しもくばら 
84-0035 

Mikawa Dental 

Dispensary 

みかわ しか しんりょうしょ 

Shimegami, Mikawa-machi 

みかわ まち しめがみ 76-0666 

June 21 (Sun) 

６がつ ２１にち（にち） 

Mii Eye Clinic 

みい がんか 

1-chome, Nakatsu-machi 

なかつ まち １ちょうめ 
30-3131 

Chidorigaoka Hospital 

ちどりがおか びょういん 

Chidorigaoka, Yuu-machi 

ゆう まち ちどりがおか 
63-0231 

Mikawa Dental 

Dispensary 

みかわ しか しんりょうしょ 

Shimegami, Mikawa-machi 

みかわ まち しめがみ 76-0666 

June 28 (Sun) 

６がつ ２８にち（にち） 

Saito DERM Clinic 

さいとう ひふか 

2-chome, Kuruma-machi 

くるま まち ２ちょうめ 
23-4477 

Matsubara Clinic 

まつばら いいん 

Hirose, Nishiki-machi 

にしき まち ひろせ 
72-2300 

Mikawa Dental 

Dispensary 

みかわ しか しんりょうしょ 

Shimegami, Mikawa-machi 

みかわ まち しめがみ 76-0666 


