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ウィズコロナも⾷事は楽しく安全に「感染予防マニュアル13」
9/5(⼟) 9:26 配信

2

⾃治体の「新型コロナウイルス感染防⽌策」ステ
ッカーの掲⽰店から感染者が出ている。「旅⾏編」
に続き、ウィズコロナ時代の店選びから⾷事マナー
までを専⾨家に聞いてみた――。
◇

⼈数よりも感染をどう防ぐかが⼤事
（Ｃ）PIXTA

◇

◇

全国では群⾺県、⼭梨県、浜松市などが飲⾷店を
現地調査し、お墨付きを与える制度を設けている。
しかし、最終的にわが⾝を守るのは⾃らの⾏動だ。

Ｑ１

⼤阪府の吉村知事は「５⼈以上の飲み会」の⾃粛要請をしていたが、会⾷は

４⼈までが妥当か︖
「４⼈と８⼈で飲んだ時の違いは、感染者が⼊っている確率が上がるということだ
け。⼈数よりも⾶沫感染と落下した⾶沫による接触（媒介物）感染をどう防ぐか、
メンバーの意識と実際の⾏動が⼤事です。また、⼊り⼝での検温は発病者の排除は
できるものの、お店に来ている感染者の多くは無症状。熱はありませんから安⼼で
きません」（公衆衛⽣に詳しい医師の岩室紳也⽒）
Ｑ２

２⼈なら横並びの席が安全ですか︖

「斜めに向き合うのがよいと思います。隣の場合、友⼈ですとどうしても、そちら
を向いて話し込んでしまうからです」（浜松医療センター感染症内科部⻑の⽮野邦
夫⽒）
Ｑ３

カウンター席のみのバーで気を付けることは︖

「カウンターとの間にアクリルビニールを掛けていても、グラスを出す時など⼿を

Yahoo!ニュース 特設ページ
次期⾸相は誰に ⾃⺠党総裁選まとめ

触れてしまいます。提供する直前にグラスを洗うのが最も有効なので、そういう対
応ができている店は安⼼。他⼈と回し飲みや、同じ⽫に⼿を⼊れておつまみを⾷べ

安倍⾸相の後継を決める⾃⺠党総裁選の投開票
は9⽉14⽇。最新情報をお伝えしています

るのはやめましょう」（岩室紳也⽒）

「Go To イート」の内容は︖

飲⾷店を⽀援する「Go To イート」事業は、9
⽉中にも開始。事業の内容や期間について紹介
します。

回転の速いカウンター席は消毒に不安もある。アルコール消毒液やシートを持参
し、⾃分で使う部分を拭くという発想も必要だ。

⾷べる時以外はマスク
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Ｑ４

弁護⼠ドットコム 9/7(⽉) 9:57

ＢＢＱやテラス席でも、⾷べる時以外はマス

クをした⽅がいい︖

2

LIMO 9/6(⽇) 12:35

「新型コロナウイルスは⾶沫感染するので、“密集”
かつ“密接”したところでマスクをせずに、⼤声を上

3

げたりしていれば、アウトドアであっても感染しま

パッと旅⽴ってしまった義⽗の“搬
送先”問題 義⺟の意外な「こだわ
り」に、⼀同半笑い
なかまぁる 9/7(⽉) 7:10

す。ＢＢＱについても同様で、⾷べる時以外はマス
クをして、⼤声を出さないのが基本です」（⽮野邦

「ざんねんなコロナ対策」医療従
事者がツッコミたくなるマスク・
⼿袋の使い⽅

BBQでも⾷べるとき以外はマスクを

4

夫⽒）

「お前たちがいるから、別れられ
ない」⺟の陰湿な愚痴を聞いて育
った私。選んだ結婚相⼿は…
婦⼈公論.jp 9/7(⽉) 12:12

Ｑ５

寄せ鍋は感染しないのか︖

5

【なんて読む︖】今⽇の難読漢字
「泥む」
ねとらぼ 9/7(⽉) 7:45

「ウイルスは⾼熱で不活性化するので、寄せ鍋やしゃぶしゃぶでは感染しません。
ただし、複数の⼈々が⾃分⾃⾝の箸でサラダなど他の⾮加熱の⾷べ物を掴んだりす

PR 中国ダム決壊⼨前、その証拠写真

本当に三峡ダムは決壊してしまうのか︖衛星
写真に写った決定的な証拠…

ると、それが感染源になる可能性があります」（⽮野邦夫⽒）
Ｑ６

worldforecast.jp

Yahoo! JAPAN広告

⾷べ放題のしゃぶしゃぶ店ではどんなことに注意すればいい︖

IPv6接続で快適インターネッ
ト

「しゃぶしゃぶなど、お代わりの⾁を店員さんが持ってきてくれる店を選びましょ

IPv6接続で⾼速・⾼品質なインター…

う。ただ、サラダやカレー、アイスなどは我慢して、個別注⽂できるメニューだけ

IPv6接続でも追加料⾦無し

にしましょう」（⻄武学園医学技術専⾨学校東京校校⻑の中原英⾂⽒＝感染症学）
⾼品質・⾼速なインターネッ
ト
NTT東⽇本/NTT⻄⽇本が提供する「…

Ｑ７

居酒屋でお酒を飲む場合でも、ツマミには「定⾷」を頼むべき︖

⽉額費⽤3,980円〜(税抜)

「会⾷メンバーがきちんと⼿洗いをして⼤⽫を取り扱っているか疑問です。定⾷や

お得なキャンペーン実施中

個⼈で⾷べきれるミニサイズなど⼩⽫を⼈数分、注⽂した⽅がいいでしょう」（⽮

30,000円還元＋各種割引適⽤で特典…

野邦夫⽒）

30,000円キャッシュバック

Ｑ８

Wi-Fiルーター最⼤25カ⽉無
料

旅先で⼊った中華料理店。⾷べたいものが、⼤⽫メニューしかなかった

v6プラス対応Wi-Fiルーターでもっと…

ら……。

Wi-Fiルーター最⼤25カ⽉無料

「⼤⽫料理に限らず、鍋も同じですが、炒め物のようにどうしても分けなければな

auスマートバリュー

らない料理は、取り箸をもらい、“担当者”を⼀⼈決めます。最初にすべて⼩⽫に取

auスマートバリューでauスマートフ…

り分けます。また、お店によっては注⽂時に『⼩⽫に分けてほしい』と⾔えば、取

最⼤4,000円/⽉割引

り分けて持ってきてくれますから、相談しましょう」（中原英⾂⽒）
次ページは︓ホストクラブでのクラスターはキスが原因
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段ボールは害⾍に注意
く、天⽇⼲しもOK

処分は早

NIKKEI STYLE 9/7(⽉) 7:47

【関連記事】
9⽉中に始まる「Go To イート」14の疑問 農⽔省に聞いた

2

ネットが苦⼿なシニアでも…電話予約できる“GoToトラベル”
旅先でコロナ感染かも…受診や⼊院の素朴な疑問に答えます

「こころがボロボロ」⼦どもの精
神的幸福度調査 ⽇本がワースト
2位の理由
現代ビジネス 9/7(⽉) 7:01

コロナ禍の新しい遊び 3密回避で楽しむ“グランピング施設”

3

ゲリラ豪⾬&雷⾬対策 都⼼は中野区と練⾺区が襲われやすい

サンキュ︕ 9/6(⽇) 17:32
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4
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ホストクラブでのクラスターはキスが原因
Ｑ９ お寿司は箸で⾷べるべき︖
「気になる⼈は箸でもいいですし、⼿で⾷べるなら
その都度、お⼿拭きや持参したアルコール消毒液で
指先を清潔にします。寿司屋では、１０貫セットに
なったような盛り合わせは頼まないこと。１、２貫
ずつ出してもらい、周囲の⼈の⾶沫がかかる前に⾷
寿司屋では1貫ずつ注⽂

Ｑ１０

べきりましょう」（岩室紳也⽒）

ビールはジョッキと瓶どちらが安全︖

「ジョッキをお勧めします。瓶は他⼈がお酌してしまったり、注⽂していたおつま
みが来た時に瓶を動かしたりして、不⽤意に触るリスクがある。⽇本酒なども同
じ。⼀杯ずつ頼むのがいいでしょう」（中原英⾂⽒）
Ｑ１１

マクドナルドを店内で⾷べるなら、直営店かフードコートか︖

「フードコートです。複数のお店が⼊っているので、席数も多く、⾯積もある。他
⼈との距離を取って、⾷べてください」（中原英⾂⽒）
Ｑ１２

完全予約制のお店にすべき︖

「予約が取れるならそれがベスト。店内をのぞいて、席と席の間を空けて案内して
いる店なら、距離が取れるので問題ありません。予約なしのお店は後で客が増える
かもしれません」（中原英⾂⽒）
Ｑ１３

クラブやキャバクラには⾏ってはいけない︖

Yahoo!ニュース 特設ページ
次期⾸相は誰に ⾃⺠党総裁選まとめ

「ホストクラブでクラスターが発⽣したのは、キスが原因とみられています。感染

安倍⾸相の後継を決める⾃⺠党総裁選の投開票
は9⽉14⽇。最新情報をお伝えしています

している⼈の唾液に含まれているウイルスが感染していない⼈の喉の粘膜に接触す

「Go To イート」の内容は︖

るからです」（岩室紳也⽒）

飲⾷店を⽀援する「Go To イート」事業は、9
⽉中にも開始。事業の内容や期間について紹介
します。

夜の店もウィズコロナでうまく付き合わないといけないが、お触りもキスもしな
い⽅がいい。
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