アラビア語

感染拡大防止のための留意点

ฏฏฏฏﻟฏ ﻔﺷﻲฏ  ﻟﻣﻧﻊฏฏฏฏฏฏฏฏฏ ฏฏฏฏฏฏฏ
新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、イベントや会食の際には以下の点
に留意してください。
ฏฏฏฏﻣฏﻟฏ ฏﺷฏﻟฏ ฏฏฏฏฏฏ ฏฏฏﻟฏฏﻟﻔฏ ฏฏฏ ฏฏﻟฏฏﻟฏ ฏฏฏﻟﻧฏ ฏฏฏฏฏ ﻣฏฏฏฏ ฏฏฏฏﻟฏ ฏﻧฏฏฏฏ ฏฏฏฏฏ ฏฏﺷฏﻧฏ ﻟﻣﻧﻊ



体調が悪い場合は、イベントや会食に参加しないこと。
.ฏฏฏฏ ฏ ﻣฏฏฏ ฏฏ ﻟฏﻧฏ ฏฏﺷฏ ฏﻧฏ ฏฏฏ ฏฏฏฏﻣฏﻟฏ ฏﺷฏﻟฏ ฏฏฏฏฏ ฏฏ ฏฏฏฏฏﻟﻣﻧฏ ﻲฏ ฏฏฏﺷฏ ฏ



密閉・密集・密接が発生しやすい場所や基本的な感染防止策が徹底されてい
ないイベントや会食への参加を控えること。特に、多数の人が密集し、かつ、
大声等の発生を伴う行事、パーティー等への参加は控えること。

ฏฏฏﻟฏ ﻲฏ ฏฏฏ ฏฏฏฏ ฏฏฏฏ ฏฏ ฏﻣฏฏฏ ﻲฏﻟฏ ฏฏฏฏﻣฏﻟฏ ฏﺷฏﻟฏ ฏฏฏฏฏฏ ฏฏฏﻟฏฏﻟﻔฏ ﻲฏ ฏฏฏฏﻟﻣﺷฏ ฏฏ ฏฏﻧฏﻣฏฏ ฏฏฏ
.ฏﻣฏฏ ฏฏﺷฏ ฏฏฏฏﻟฏ ﻔﺷﻲฏ  ﻟﻣﻧﻊฏฏฏฏฏฏฏ ฏฏﺋฏฏฏﻟฏ ฏฏฏฏฏฏﻟฏ ฏฏﻧﻔฏ ฏฏฏฏ ฏฏฏ ฏ ฏฏฏฏ ฏฏฏฏฏﻟฏฏ ฏฏฏฏฏฏฏฏ
ฏฏﻟﻧฏ ฏ ﻣฏฏฏฏ ฏฏฏฏ ฏฏฏฏฏ ﻲฏﻟฏ ฏฏฏฏฏฏ ฏฏﻔฏﻟฏฏ ฏฏฏﻟฏฏﻟﻔฏ ﻲฏ ฏฏฏฏﻟﻣﺷฏ ฏฏ ฏฏﻧฏﻣฏฏ ฏฏฏ ฏฏ
 ฏฏฏฏ
ฏฏﻟฏฏﻟฏ ฏฏฏฏฏฏฏ ฏฏฏﻟฏฏ ฏฏฏฏ ﻲฏﻟฏฏ





街頭や飲食店での大量または深夜にわたる飲酒や、飲酒しての行事への参加
は、その行事の宗教的・文化的特性を踏まえつつ、なるべく自粛すること。

ฏฏﻔฏ ﻲฏ ฏฏฏฏﻟﻣﺷฏฏ ฏฏฏฏﻟﻣฏ ฏฏ ฏฏฏฏﻟﺷฏ ﻲฏ ฏฏฏﻟฏ ฏ ﻣฏฏฏฏ ﻣฏฏฏ ﻲฏ ฏฏ ฏฏﻟﺷฏ ﻲฏ ฏฏฏฏฏฏ ฏﻧฏฏ ฏฏฏ
ฏฏฏฏฏﻣﻧฏ ﻟฏฏฏฏฏฏﻟฏฏ ฏฏﻧฏฏﻟฏ ฏﺋฏฏฏﻟฏ ฏฏฏฏฏ ﻣﻊ ﻣฏฏฏﻣฏฏ ฏฏฏ ฏฏﻟﺷฏ





イベントや会食の参加に当たっては、適切な対人距離の確保、手指消毒、マ
スクの着用、大声での会話の自粛など、適切な感染防止策を徹底すること。

ฏฏ ﻣฏฏฏฏﻟฏ  ﻟﻣﻧﻊฏฏฏฏﻟﻣﻧฏ ฏฏﺋฏฏฏﻟฏ ฏฏฏฏฏฏﻟฏ ฏฏฏฏฏ ฏฏฏ ฏฏฏฏﻣฏﻟฏ ฏﺷฏﻟฏ ฏฏฏฏฏฏ ฏฏฏﻟฏฏﻟﻔฏ ﻲฏ ฏฏฏฏﻟﻣﺷฏ ฏﻧฏ
ฏฏฏฏﻟฏ ฏฏ ฏฏﻧฏﻣฏฏฏ ฏฏﻧฏฏฏ ฏฏฏฏฏฏ ﻊฏฏฏฏฏฏ ฏฏฏฏﻟฏ ฏฏฏฏฏฏ ฏฏฏﺷฏฏ ฏฏฏฏ ฏﻧฏฏ ฏฏฏฏ ﻣﻧฏฏฏฏ ﻣฏฏﻣฏ
.ฏ ฏฏ ฏฏฏฏ







必要に応じて、家族で自宅で過ごす、オンラインのイベントに参加するなど
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の新しい楽しみ方を検討すること。
ฏฏ ฏฏﻟﻣﻧฏ ﻲฏ ฏฏฏﺋฏฏ  ﻣﻊฏฏฏﻟฏ ฏฏฏ ฏฏ ﻣฏฏฏ ฏฏฏﻣฏฏฏ ﻟฏฏฏฏฏ ฏฏฏ ﻲฏ ฏฏﻔฏ ฏฏ ฏฏฏฏฏ ฏﻣฏฏ ฏฏ ﻟฏฏฏ



ฏฏฏฏฏฏ ฏﻧฏฏﻧฏฏ ฏฏฏ ฏฏฏﻟฏฏﻟﻔฏ ฏฏฏฏ



新型コロナウイルス感染症に感染したと疑われる場合で、医療機関への受診
等に関して疑問等がある場合には、居住する自治体の相談窓口等に電話する
こと。

ฏฏฏฏ ฏฏฏฏ ﻣฏฏฏﺷฏฏฏ ฏฏฏฏฏ ฏฏﺋฏฏ ฏฏ ฏฏฏﻟฏ ฏฏฏฏﻟฏ ฏﻧฏฏฏฏ ฏฏฏฏฏ ฏฏฏฏฏ ฏฏฏฏฏฏ ﻲฏ ฏﺷฏ ฏﻧฏ ฏฏฏ
.ฏฏฏ ฏฏฏฏ ฏฏﻟฏ ﻲฏﻟฏ ฏฏฏฏฏ ﻊฏฏฏﻟฏ ฏฏฏﺷฏฏฏฏ ฏฏฏﻣฏ ฏฏฏฏฏ



電話相談窓口
ฏฏﻔฏฏฏﻟฏ ฏฏฏฏﺷฏฏฏﻟ
○

各都道府県の相談窓口（医療機関への受診に関する疑問）
ฏฏฏฏﻟฏ ฏฏฏฏฏﻟﻣฏ ฏฏฏﺷฏฏฏ ฏฏฏฏฏ ฏฏﺋฏฏ ฏฏฏฏฏฏﻟﻣฏ ﻊฏﻣฏ ﻲฏ ฏฏฏฏﺷฏฏฏ ﻟฏฏฏฏﻣ
・やさしいにほんご (Plain Japanese) : https://www.covid19-info.jp/area-jp.html
・English: https://www.covid19-info.jp/area-en.html
・Português (Portuguese) : https://www.covid19-info.jp/area-pt.html
・简体中文 (Simplified Chinese) : https://www.covid19-info.jp/area-cs.html
・繁体中文 (Traditional Chinese) : https://www.covid19-info.jp/area-ct.html
・한국 (Korean) : https://www.covid19-info.jp/area-kr.html

○

厚生労働省電話相談窓口（発生状況、全般に関する疑問）
ฏﻣฏฏﻟฏ ฏﺋฏฏﻟﻣฏฏ ฏฏﻟﻣฏ ﻔﺷﻲฏ ฏﻟฏฏฏ ฏฏฏฏฏ ฏฏﺋฏฏ ฏﻣฏﻟฏฏ ฏฏฏﻟฏ ฏฏฏฏฏฏ ฏฏﻔฏฏฏﻟฏ ฏฏฏฏﺷฏฏฏฏ ฏฏฏﻣ

・電話番号 0120-565-653（9:00～21:00）
・対応言語 English, 中文 (Chinese), 한국 (Korean), Português (Portugues), Español
(Spanish), ภาษาไทย (Thai), Tiếng Việt (Vietnamese)

ฏฏฏฏﻟฏ ฏฏฏ
0120-565-653 (9:00–21:00)

ฏฏฏฏﻟﻣฏ ฏฏฏﻟฏ

English, 中文 (Chinese), 한국 (Korean), Português (Portugues), Español (Spanish),
ภาษาไทย (Thai), Tiếng Việt (Vietnamese)
外国人の生活支援にかかる情報等
ฏฏฏฏฏฏ ฏﻧฏฏฏฏ ฏฏฏฏ ฏฏฏฏ ฏฏฏฏฏﻟﻣฏ ฏฏﻣฏฏฏﻣฏﻟ
○

外国人在留支援センター（FRESC）（出入国在留管理庁）
http://www.moj.go.jp/isa/support/fresc/fresc01.html
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(ﻧﻲฏฏฏฏﻟฏ ฏฏฏฏﻟฏ ฏฏฏ( )ﻣFRESC)ฏﻧฏฏฏฏ ฏฏﻣฏฏﻟﻣฏ ฏฏฏ ฏฏฏﻣ
http://www.moj.go.jp/isa/support/fresc/fresc01.html
○

外国人生活支援ポータルサイト
各省の支援施策や地域における外国人向けの生活相談窓口の一覧等を言語別に掲載。
トップページ：http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html

ฏﻧฏฏฏฏ ฏฏฏฏ ฏฏฏ ฏฏฏฏฏ
.ฏฏ ﻟฏฏ ฏฏฏ ฏฏฏﻟﻣﻧฏ ﻲฏ ฏﻧฏฏฏ ﻟฏฏﻔฏฏฏﻟฏ ฏฏฏฏﺷฏฏฏฏ ฏฏฏฏ ﻣฏฏฏฏฏ ฏﺋﻣฏฏฏ ฏฏฏฏฏ ฏฏ ฏฏﻣฏฏฏ ﻲฏﻟฏ ฏฏฏﻟฏ ฏฏฏฏฏฏ ฏ ﻧﺷฏฏฏ
ฏฏฏฏﺋฏﻟฏ ฏฏﻔฏﻟฏ
http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html

