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10月18日（日）

福井県社会福祉センター
（書面決議）

第６５回　日本身体障害者福祉大会（ひろしま大会）

第４０回　通常総会

障がい者相談員研修会

福井しあわせスポーツフェスタ

ふれあい障がい者ボウリング大会

第６６回　福井県身体障がい者福祉大会

第２４回　日身連中部ブロック身障者相談員研修会

第２１回　福井県障がい者ハートフル文化祭

■新春のつどい

■障がい者相談員研修会

福井県国際交流会館
（延期：２月開催予定）

福井運動公園内
陸上競技場他　　（中止）

ワイプラザ　ボウリング場
（中止）

大野市『結とぴあ』  多田記念
大野有終会館　　　（中止） 

富山県　魚津市　金太郎温泉
（中止）

ショッピングシティ・ベル
あじさいホール　  （中止）

未　定

広島県立総合体育館
（中止）

期　　日 行　事　予　定 会　　　場

福井県国際交流会館
（予定）

令和２年度　行 事 計 画令和２年度　行 事 計 画
※新型コロナウイルス感染拡大防止の為中止となりました。

手さぐりの　くらしにつかれ　冷やっこ俳句

ウイルスへ　ファイト　地球の　あいことば川柳

不条理と　向き合い耐える　拉致家族川柳

※文芸コーナーでは、川柳・短歌・俳句等、皆さまからの作品を募集して
います。紙面でご紹介いたしますので、ふるってご応募ください！

登 谷 大 修

　県身障連は、障害者への理解を深めていただくための啓発活動と障害者自らの自立と社会参加
を支援しております。当団体の充実した活動を推進するために賛助会員【個人・団体・企業】を
募っています。
　どうぞ、ご支援ご協力をよろしくお願いいたします。

◆賛助会員年会費　　個人２,０００円（一口）  企業・団体１０,０００円（一口）

　県身障連賛助会員にご入会いただきました皆様方のご支援に対し、心より厚くお礼申し上げ
ます。
　新規・継続入会の方々のご芳名を掲載させていただきます。【入会順】

☆手鹿 哲夫 様 ☆坪田のり子 様 ☆松村 茂幸 様
☆福井県済生会病院 様 ☆小山治療院 様 ☆渡辺 幸代 様
☆笠嶋 國昭 様 ☆上木実千枝 様 ☆山越 喜一 様
☆㈱ウエキグミ 様 ☆橋本 貞夫 様 ☆内村 辰雄 様
☆石川 元治 様 ☆林 八枝子 様 　　　 　 　   7月20日現在

皆さまの温かいお気持ちが障害者福祉を支えています！
賛助会員ご入会ありがとうございます！ ５月～７月入会

桜木よ　コロナの行方　わからぬか
人類崩壊　いつ終息か

短歌
視覚

視覚

視覚

視覚坂井市　阪下喜美子坂井市　阪下喜美子

大野市　西田　健治大野市　西田　健治

小浜市　内藤　美子小浜市　内藤　美子

大野市　竹内　紀子大野市　竹内　紀子
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新型コロナウイルス感染防止対策について

　世界中に猛威を振るっております、新型コロナウイルス感染症に対して、皆
さま方には防止対策での自粛等、いろいろな面でご努力なされておられること
と思います。

　県では、新型コロナウイルス感染症の第２波防止への『挑戦』のためとして、以下の
ことをお願いしています。

１．感染防止対策を徹底する
　発熱、咳、全身の倦怠感等の症状がみられる際には絶対に外出しない、人との間
隔をできるだけ２ｍ（最低１ｍ）空ける、マスクの着用（屋外で人が近くにいない
場合は除く。）、帰宅後や食事前の手洗など、「うつさない・うつらない」ための行
動をお願いします。
　また、体調不良の同居家族がいる場合には、部屋や食事などの生活空間を分けて、
家庭内における感染防止対策を徹底してください。

２．他県との往来は注意して行動する
 訪問先の感染状況を十分把握し、継続して感染者が発生している地域へ往来する
場合には、感染防止対策に注意して行動してください。

３．感染リスクが高まる密閉・密集・密接の場を「つくらない」「近づかない」
　感染リスクのある「換気の悪い密閉空間」、「多数が集まる密集場所」、「間近で会
話や発声をする密接場面」という３つの条件（三つの密）を避けてください。
　また、店舗等が実施している対策や接触確認アプリの利用に協力してください。
万一接触確認アプリからの通知があった場合には、最寄りの保健所に相談してくだ
さい。

４．医療機関を受診する前に電話で相談する
　発熱等の症状がある場合は、事前に相談窓口やかかりつけ医に電話で相談し、受
診時にはマスクを着用してください。
　もし受診後の経過について不安がある場合には、複数の医療機関を受診すること
は避け、最寄りの保健所に相談してください。

５．職場における感染防止対策を徹底する
　在宅勤務（テレワーク）やシフト制導入など働き方の見直しを行ってください。
　また、出勤時の検温、喫煙所や更衣室、社員食堂における三つの密の回避などを
徹底してください。
　さらに、感染者や濃厚接触者が所属する職場等においては、社員・職員の自宅待
機など感染拡大の防止に協力してください。

６．店舗等における感染防止対策を徹底する
　業種ごとの感染拡大予防ガイドライン等を参考に、人が集まらない工夫　（整理
券配布、テイクアウトなど）や、来店時のマスク着用の呼びかけなどを徹底してく
ださい。
　また、感染が発生した場合に備え、利用客の連絡先等を記録し、万一感染が発生
した場合には、名簿の提出など保健所の調査に協力してください。

７．県内医療を守るために最大限協力する
　県内の医療機関、医師・看護師などの方々は、全県的な感染対策に積極的に参加・
協力してください。また、医療体制を守るため、保育所、高齢者福祉施設などは、
医療関係者等のご家族の利用に全面的に協力してください。

８．人権・個人情報保護を徹底する
　感染者・濃厚接触者や医療従事者ならびにその家族や関係者等に対して、いわれ
のない誹謗中傷や差別的行為は絶対しないようお願いします。

　以上の８項目の対応を【県民行動指針】として掲げて、県内における感染防止対策
の徹底の機運向上や実践につなげようと取り組んでいます。

■会員の皆さま方におかれましても、秋・冬に第２波・第３波の新型コロナウイルス感
染が懸念されていますが、今まで以上に、日々感染防止対策に取り組んでいただきま
すようお願いします。

新型コロナウイルス感染防止対策について
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