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请为防范新型冠状病毒感染的加速传播助力
在中国，发生了新型肺炎感染，国内感冒、流感也在流行。为
防止感染，请注意以下事项。
●注意咳嗽时的礼貌（有咳嗽、打喷嚏的症状时，请带口罩。咳
嗽和打喷嚏时，请用手绢捂住嘴，不要冲着人等。）并且努力勤
洗手。
从中国武汉回国，入国人员，如有咳嗽和发热症状的请和医疗机
关联系后再就前往诊治。
▼咨询处 保健总务课 0823-25-3525

吴市增值商品券的使用期限已接近！
吴市发行的增值商品券的使用期限为 3 月 31 日（星期二）
。
购买时间和期限过了就无法使用。到期之前，请务必使用掉。
▼咨询处 吴市增值商品券电话联系中心 0120-826-555

4 月 1 日（星期三）起，夜间的接待窗口变更
夜间的户籍等的申请，到现在为止，市役所的和市内的 17 个
市民中心可以申请，4 月 1 日（星期三）起，市役所和广市民中
心可接待。
休息日的白天（(8:30～17:15）按照以前的规定，在市役所和
所有的市民中心可办理。
▼咨询处 地域协动课 0823-25-3221
总务课 0823-25-3228
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感染症の拡大防止に協力を
中国では新型肺炎が発生し，国内では風邪やインフルエン
ザが流行しています。感染防止のため，次のことに注意してく
ださい。
●咳エチケット(咳，くしゃみの症状がある時はマスクをする。
咳，くしゃみをする時は口と鼻をティッシュで覆い，人に向けて
しないようにする。など）や手洗いなどに努めましょう。
●中国の武漢市から帰国・入国する人で，咳や発熱の症状が
ある場合には，事前に医療機関に武漢市の滞在歴がある旨を
連絡し受診してください。
▼問合先 保健総務課 0823-25-3525
使用期限迫る！呉氏プレミアム商品券
呉氏プレミアム商品券の使用期限は 3 月 31 日(火)までで
す。換金や期限を過ぎてからの使用はできません。期限までに
必ず使用してください。
▼問合先 呉氏プレミアム付商品券コールセンター
0120-826-555
4月１日(水)から変更 夜間の受付窓口
夜間における戸籍などの届け出は，これまで市役所本庁と
市内 17 市民センターで受け付けていましたが，4/1(水)からは
本庁と広市民センターのみで受け付けます。
休日の昼間(8：30～17:15)はこれまでどおり，本庁と全ての市
民センターで受け付けます。
▼問合先 地域協働課 0823-25-3221
総務課 0823-25-3228

受けましょう結核検診
请进行结核检查
▼対象 結核検診を受診していない 65 歳以上（年 1 回の結
▼对象 没有进行结核病检查的 65 岁以上的人士（一年有义务 核検診受診が義務付けられています。肺がん検診を受けた人
进行一次结核病检查。接受过肺癌的人没有必要进行检查）
は必要ありません。）
●西保健中心：3 月 2 日，4 月 6 日，5 月 11 日的星期一
●西保健センター：3 月 2 日，4 月 6 日，5 月 11 日の月曜日
●东保健中心（广市民中心 2 层）
：3 月 24 日，4 月 28 日，5 月 ●東保健センター(広市民センター2 階)：3 月 24 日，4 月 28
26 日星期二
日，5 月 26 日の火曜日
※时间均为 13 点～15 点（不需预约・免费）
※いずれも 13 時～15 時。無料。事前申し込み不要。
▼咨询处 保健总务课 0823-25-3525
▼問合先 保健総務課 0823-25-3525
4 月起垃圾处理的手续费有所变化
4月からごみ処理手数料が変わります
自己搬运处理的垃圾原来每 10 公斤 130 日元，
4 月起按照 160
持ち込みごみの処理手数料は 130 円(10kg ごと)でしたが，4
日元付费。
月からは 160 円になります。
▼咨询处 财政课 0823-25-3278
▼問合先 財政課 0823-25-3278

请注意：儿童误饮医药品事故
现在儿童误饮大人医药品的事故经常发生。请将儿童误饮后
引起重度中毒症的药品（精神药，气管扩张剂，降压药或降糖药）
特别加以妥善保存。请采用手够不到・看不到・上锁・放入较难
取出的容器中等多种对策，并采用多重保险措施。
▼咨询处 西保健中心 0823-25-3542
东保健中心 0823-71-9176

集会娱乐情报
KURE 防灾会议 2020
从孩子到大人，一起开心地体验学习防灾知识吧？
▼时间 3 月 28 日(星期六) 10:00～15:00
▼地点 市役所 1 层
▼内容 展板讨论「7 月 6 日特雨灾时，您在哪儿？」,开心进
行防灾训练，体验防灾产品・防灾食品的介绍，有关防灾项目的
展示和介绍・体验展位，收集纪念印等
▼费用 免费
▼咨询处 吴协动中心 0823-25-5602(星期一休息)

黑濑川观鸟
观察黑濑川野生鸟类，学习相关自然知识。
▼对象 小学生以上年龄
▼时间 3 月 15 日（星期日） 9:00～12:00
▼定员 30 人（按报名顺序）
▼地点 乡原地区建设中心～黑濑川
▼申请 2 月 20 日（星期四）直接在该中心窗口申请
▼费用 100 日元
▼咨询处 乡原地区建设中心 0823-77-0005
吴高等学校吹奏乐部定期演奏会
吹奏乐准备了从名曲到舞台剧 舞蹈练习曲以及各种流派的
音乐，吹奏部和毕业生一起度过一段快乐时光。
▼时间 3月18日（星期三)18：00～ 开场（17：30～)
▼地点 吴信用金库大厅（文化大厅）
▼费用 免费
▼咨询处 吴高等学校 0823-72-5577

北欧风健足讲习会
▼对象 可行走 3 公里以上的小学生
▼时间 3 月 28 日(星期六) 9:30～11:30
▼定员 20 人（按报名顺序）
▼地点 咨询处 鹤冈一人纪念体育馆（体育会馆）
▼申请 2 月 20 日（星期四）直接来馆或电话报名
▼费用 300 日元（备有饮料）
▼咨询处 鹤冈一人纪念体育馆 0823-22-1264

子どもの医薬品誤飲事故に注意
子どもが大人用の医薬品を誤飲する事故が多発していま
す。子どもが誤飲すると重い中毒症状を起こす医薬品（向精神
薬，気管支拡張剤，血圧降下剤及び血糖降下剤）の保管には
特に注意しましょう。手が届かない・見えない・鍵がかかる・取り
にくい容器など複数の対策をとってください。
▼問合先 西保健センター 0823-25-3542
東保健センター 0823-71-9176

イベント情報
KURE防災かいぎ 2020
子供から大人まで，一緒に楽しみながら防災を体験し学ん
でみませんか？
▼日時 3月28日(土) 10：00～15：00
▼場所 市役所1階
▼内容 パネルディスカッション「西日本豪雨災害7月6日。そ
の時あなたは？」，楽しく学べる防災訓練，防災グッズ・防災食
の紹介，防災関連プロジェクト展示紹介・体験ブース，スタンプ
ラリーなど
▼料金 無料
▼問合先 くれ協働センター 0823-25-5602(月曜日休館)
黒瀬川バードウォッチング
黒瀬川の野鳥を観察し，自然との関わり方を学びましょう。
▼対象 小学生以上
▼日時 3月15日（日） 9：00～12：00
▼定員 30人(先着)
▼場所 郷原まちづくりセンター～黒瀬川
▼申込 2月20日(木)から，直接同センター窓口で受け付け
▼料金 100円
▼問合先 郷原まちづくりセンター 0823-77-0005
呉高等学校吹奏楽部定期演奏会
吹奏楽の名曲から，ミュージカルやダンドリ(ダンス＆ドリル)ま
でさまざまなジャンルの音楽を用意し，吹奏楽部と卒業生で楽
しいひと時を届けます。
▼日時 3月18日（水） 18：00～(開場17：30～)
▼場所 呉信用金庫ホール(文化ホール)
▼料金 無料
▼問合先 呉高等学校 0823-72-5577
ノルディックウォーキング講習会
▼対象 3km以上のウォーキングができる小学生以上
▼日時 3月28日（土） 9：30～11：30
▼定員 20人(先着)
▼場所 鶴岡一人スポーツ会館(スポーツ会館)
▼申込 2月20日(木)9:00から直接または電話で
▼料金 300円(飲み物付)
▼問合先 鶴岡一人スポーツ会館 0823-22-1264

