五城目小学校校舎の改築移転
に伴い、新しい住所と電話番号
はそれぞれ以下のようになりま
す。
▶住

乗合タクシーは、五城目小学校
の改築移転後も引き続き「旧小学
校前（羽黒前）」の拠点施設（乗
降場所）を利用できます。なお、
新校舎については最寄りの拠点施
設「町民センター前」をご利用く
ださい。

所

五城目町上樋口
字堂社８番地１

▶電話番号

018・838・1132

お問い合わせ

町教育委員会学校教育課（☎852・5372）

お問い合わせ
町まちづくり課（☎852・5361）

町の新しい英語指導助手（ A L T ）にケリー・ジョアン・
モルゴンさん（27歳・オーストラリア出身）が着任しました。
今月号では、ケリーさんが自己紹介をしてくれました。
Hello Gojome-machi!
My name is Kelly Joan Morgon, I am happy
for you to call me Kelly.
I am from a small town called Humpty Doo in
the Northern Territory, Australia. Growing up
I played Netball which is a common sport for
girls in Australia and I also like to play tennis
when I get the chance.
This is my first time in Japan. I am hoping
to learn a lot about Japanese culture while
I a m h e r e b u t a l s o, I w a n t t o l e a r n m o r e
about Japanese cooking and baking as this is
something I love to do in my free time. I would
love to share and trade different recipes!
I am looking forward to exploring Gojomemachi. I cannot wait to see and experience
all the different events during the different
seasons. I am excited to explore the stunning
scenery around the town and surrounding
area.
If you see me around town, please feel free to
say ‘hi’ or give a friendly wave.
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五城目町のみなさん、はじめまして！ケリー・ジョ
アン・モルゴンといいます。私のことは「ケリー」と
呼んでください。
出身はオーストラリアのノーザンテリトリー州のハ
ンプティードゥーという小さな町です。得意なスポー
ツはネットボールで、オーストラリアの女の子たちに
人気の競技です。いつか機会があれば、テニスをして
みたいです。
日本に来るのは初めてなので、日本文化をたくさん
学びたいのと、休日には、いろいろな日本食を作った
り食べたりしてみたいです。お互いの異なる食文化の
レシピを、みなさんと共有したいです！
五城目町を探検するのも楽しみで、季節ごとのイベ
ントなどを見たり体験したりするのが待ちきれませ
ん。五城目町や周りの地域の素敵な風景を見ることに
わくわくしています。
町で私を見かけたら、気軽に声をかけ、ぜひ手を振っ
てください！

新型コロナウイルス感染症が心配なとき
発熱などの症状がある場合は
かかりつけ医に電話でご相談ください
新型コロナウイルス感染症
に関連して、感染者・濃厚接
触者、医療従事者やその他関
係者などに対し、誤解や偏見
に基づく差別を行うことは許
されません。公的機関の提供
する正確な情報を入手し、冷
静な行動に努めましょう。
困った時は１人で悩まず、
下記までご相談ください。
▶みんなの人権110番
0570・003・110
（受付時間 午前８時30分
〜午後５時15分）
※土日・祝日を除く。

新型コロナウイルス
感染拡大防止のため
ご利用・ご活用ください
❖秋田県版
新型コロナ
安心システム
❖接触確認アプリ
ココア
COCOA

発熱等の症状が生じた場合は、以下のとおり受診・相談してください。

◉発熱等の症状が生じた場合

かかりつけ医に電話で相談してください。

◉以下の①〜⑥に当てはまる場合

あきた新型コロナ受診相談センター（コールセンター）に相談してくださ
い。
❶発熱等の症状が生じ、かかりつけ医がない場合
❷相談する医療機関に迷う場合
❸かかりつけ医が休診の場合
❹新型コロナウイルス感染症に関して不安を感じている場合
ココア
❺厚生労働省の接触確認アプリ（略称：COCOA）から通知があった場合
❻秋田県版新型コロナ安心システム（新型コロナ対策パーソナルサポート）
〔LINE〕から通知があった場合
▶あきた新型コロナ受診相談センター（コールセンター）の電話番号
☎018・866・7050（24時間受付）
☎018・895・9176（8：00〜17：00受付）
0570・011・567（8：00～17：00受付）

●新型コロナウイルス感染症以外の受診

コロナ禍でも、医療機関で必要な受診をしましょう。
⃝過度な受診控えは、健康上のリスクを高めてしまう可能性があります。
⃝持病の治療や予防接種・健診等の健康管理は重要です。
⃝医療機関では、感染防止対策が行われています。
⃝具合が悪いなど健康に不安があるときは、まずは、かかりつけ医に電話で
相談しましょう。

町が昨年８月に発行した「オール五城目応援
商品券」の有効期限が間近です。未使用の商品
券をお持ちの方はお早めにご使用ください。

◉有効期限

令和３年１月31日㈰まで

※有効期限を過ぎると商品券は使用できません。

▪加盟店の皆様へ
商品券の換金期間は令和３年２月28日㈰まで
です。換金忘れのないようご注意ください。

お問い合わせ

町商工振興課（☎852・5222）
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