
第38回ヨーロッパ・キリスト者の集いに参加される皆様へ
Web掲載版

(こちらはWEB専用バージョンです。メールでは更に詳しい完全バージョンをお送りしています)

主の御名を賛美致します。

いよいよ7月29日からキリスト者の集いが開催されます。
皆さんと一つに集まり、神様を賛美できることを楽しみにしています。

開催にあたり、一番気がかりなことはコロナウィルス感染だと思います。

コロナ対策委員会では、感染者が出ても、クラスターにならず、パニックにならず、お互いに愛を持って対応し

ていけるように、様々なことを話し合い、対策を考えています。事前にしておく必要のある対策や、皆さんに協

力をお願いしたいことをお伝えし、皆さんに安心して集いに参加して頂きたいと思っています。

もし、集いの最中に少しでも体調に異変を感じられた方はすぐにお知らせください。クラスターにならないよう

に対策を考えます。2020年2月にアルザスで行われたプロテスタントの修養会でクラスターが起き、ウィルス
が各地に広まり、社会問題になったことは、記憶に新しいと思います。私達は同じ失敗を繰り返せません。

集いの会場にウィルスが持ち込まれないよう、今日から集いまでの行動を吟味して頂き、細心の注意を払っ

て頂きますよう、ご協力お願いいたします。みんなで祈りつつ、安全な修養会にしましょう。

対策委員会では、クラスターがおこらない対策を中心に考えています。

入国のルールや衛生パスに関しては、情報が目まぐるしく変わります。どこの国から入国するか、ワクチン接

種済みかなどの条件によって変わってきます。そして当日になり、新しいルールが発表されることもあるので、

対策委員の方では全てを把握することはできません。個人旅行のように、自分のことはご自身でする心構え

をお願いします。

各自で前もって調べて頂くのはもちろん、出発日の朝にもう一度ご確認されることをお勧めします。

有益なサイトのリンクは本文でご紹介しています。
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コロナ対策委員の連絡先

コロナ対策委員会のメールアドレス　tsudoi21genki(アット)gmail.com　→アットを@に変換
対策委員長の携帯番号 (フランス)　　（メール送信版には記載）

集いの最中に、コロナの陽性反応が出た方、体調が悪くなった方、その他心配なことがある方は、ご連絡くだ

さい。

●ZOOMリンク
またZOOMで各講演を自室から聞いて頂けます。（ZOOMに制限人数があるため、集いに申し込まれた方の
みが参加して頂けます。申し込まれていない方への転送はお控えください）

（メール送信版にはリンク記載）

出発前に必ず調べる３つのこと（衛生パス、入国条件、旅行保険）

●衛生パス(仏Pass sanitair, 英Health Pass)について

7月21日から、フランス大統領令によって、50人以上の集まりや催し物、公共施設の出入り衛生パスの提示
が求められることになりました。

本大会も５０人以上の集会に該当するため、２回のワクチン証明、または抗原検査かPCRテストの４８時間以
内の陰性証明を確認する義務が、主催者である集い実行委員会にあります。万が一の時の証拠として、その

コピーを実行委員会での保管が必要ですので、証明書のオリジナルとコピーの両方を持参して頂きますよう、

よろしくお願い致します。

もし経済的理由で検査が受けられない方がいらっしゃれば、教会毎に代表者が取りまとめて、実行委員会に

メールでご相談ください。

この衛生パスは始まったばかりで未定の点も多い状況です。最新情報は以下のサイトからご確認頂けます。

https://www.gouvernement.fr/en/coronavirus-covid-19 (英語)

フランスの証明書はQRコードで管理されているので、可能な場合は、QR付の証明書を持参ください。

mailto:tsudoi21genki@gmail.com
https://www.gouvernement.fr/en/coronavirus-covid-19


●フランス入国について

フランス入国の条件や、出発国やワクチン接種によって異なりますので、各自で前もって調べて頂くのはもち

ろん、出発日の朝にもう一度ご確認されることをお勧めします。

https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coronavirus-advice-for-foreign-nationals-in-france/#so
mmaire_1

※　衛生パスと入国の条件は異なります。厳しい方の条件に合わせられますようにお願いします。

●旅行保険
万が一、集い開催期間中にご自身に陽性反応が出た場合は、1人部屋隔離にかかる費用を自己負担してい
ただかなければならない他、フランスで１０日間の隔離義務が生じ、飛行機や電車のチケットを買い直す費用

なども自己負担となってしまします。

ですから、集いに出発される前に、コロナウイルス感染症に対応した旅行保険に入ることをお勧め致します。

例えばフランス在住者は、４日間で２０€程度でかなりの部分をカバーできる保険に加入できます。居住国に
よって事情が異なりますので、お住まいの国の言葉で『旅行保険　COVID』で検索してみてください。

また居住国の公的保険に入っている人は、外国でも治療が受けられる欧州共通の保険証が持てるようです。

https://en.m.wikipedia.org/wiki/European_Health_Insurance_Card#/languages（フランスでは、事前に手続
きしておけば、無料で加入できます）

検査

●簡易検査（到着時と３日目の朝）
以下のタイミングで、自己簡易テストを予定しています。検査キットは実行委員会が用意しています。

陽性の場合は、自室にとどまり、対策委員にご連絡ください。

PCR検査を受けていただけるようにお手伝いします。（検査費用が心配な方はご相談ください）
クラスター防止のため、ご協力よろしくお願いいたします。

①到着時　陰性証明を持ってくる必要のなかったワクチン接種者

②３日目朝　全員（基本的に朝食前にお済ませください）

簡易検査のやり方

●Lepu Medical Technologyの場合

検査方法の日本語サイト

https://labchem-wako.fujifilm.com/jp/category/02050.html

動画での解説

https://youtu.be/2t--EcJQknc　

https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coronavirus-advice-for-foreign-nationals-in-france/#sommaire_1
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coronavirus-advice-for-foreign-nationals-in-france/#sommaire_1
https://en.m.wikipedia.org/wiki/European_Health_Insurance_Card#/languages
https://labchem-wako.fujifilm.com/jp/category/02050.html
https://youtu.be/2t--EcJQknc


●MPの場合

動画での解説

https://youtu.be/uuDHgbPMLAk

●抗原検査
抗原検査は、薬局（Pharmacie）で受けられます。
土曜の午後と、日曜日は検査できる薬局が限られるので、帰国の際、または日曜日の午後に観光されるのに

陰性証明が必要な方はお気をつけください。

土曜日の午後に検査できる薬局は３店のみ。

Pharmacie de la gare(駅),　 Pharmacie corbeau,　Pharmacie cigogne。

日曜日に関しては、こちらから検索できます。http://www.pharma67.fr/gardes

平日と土曜の午前中は、ホテル近くの薬局 Pharmacie de l'Etoile で抗原検査が受けられます（29€）

Pharmacie de l'Etoile
0388323634
41 Rue du Faubourg-de-Pierre, 67000 Strasbourg
会場から270m

検査が受けられる時間

月～金　　９～１２時、１４～１９時

土曜日　　９～１２時のみ

日曜日　　休み

予約の必要なし

https://youtu.be/uuDHgbPMLAk
http://www.pharma67.fr/gardes


薬局Pharmacie de l'Etoile で検査を受ける場合、事前に以下のフォームを入力していると便利です。
https://francetest.fr/formulaire/?i=50&p=Pharmacie_de_lEtoile

記入の仕方（フランスの公的保険に入っていない人向け）

https://francetest.fr/formulaire/?i=50&p=Pharmacie_de_lEtoile


Pharmacie de l'Etoileで検査の受け方（フランスの公的保険に入っていない人）

①薬局に入り、２９€払い、レシートをもらう
②小屋に行き、レシートと上記のフォーマットを

見せ、検査を受ける。

結果はSMS、Emailで受信するか、その場で印
刷してもらう。

（フランスの保険に入ってる人は、②から）

●PCR検査場
PCR検査は、検査場（Laboratoire）で受けられます。
PCR検査結果は約4, 5時間、遅くとも２４時間で結果が出ます。（49€）
旅行保険加入者が、体調が悪くてPCR検査を受ける場合、事前に保険会社に連絡することで、払い戻しが受
けられることがあります。

Assia Premium
19 Rue du Fossé des Treize, 67000 Strasbourg

会場から１６０ｍのところにPCR検査場があります。(要
予約)

インターネットで予約可。

https://www.doctolib.fr/laboratoire/alsace/laboratoire-
de-biologie-medicale-bio67-strasbourg/booking/moti
ves?pid=practice-150658&placeId=practice-150658
&specialityId=286

土曜日の午後、日曜日の午前中に開いてる可能性のあるPCR検査場
Laboratoire Schuh, Laboratoire Bethesda, Laboratoire Trensz

https://www.doctolib.fr/laboratoire/alsace/laboratoire-de-biologie-medicale-bio67-strasbourg/booking/motives?pid=practice-150658&placeId=practice-150658&specialityId=286
https://www.doctolib.fr/laboratoire/alsace/laboratoire-de-biologie-medicale-bio67-strasbourg/booking/motives?pid=practice-150658&placeId=practice-150658&specialityId=286
https://www.doctolib.fr/laboratoire/alsace/laboratoire-de-biologie-medicale-bio67-strasbourg/booking/motives?pid=practice-150658&placeId=practice-150658&specialityId=286
https://www.doctolib.fr/laboratoire/alsace/laboratoire-de-biologie-medicale-bio67-strasbourg/booking/motives?pid=practice-150658&placeId=practice-150658&specialityId=286


体調不良時

体調が悪くなった時に、いつでも簡易検査を受けて頂けるように用意しております。

対策委員までご連絡ください。

●隔離をお願いするとき
以下の場合は、自室での隔離や、一人部屋に移ることをお願いします。

● コロナウイルスの陽性反応が出たとき。

● 抗原検査が陽性で、PCR検査の結果待ちのとき。
● 陰性だが、発熱や咳など、体調が優れないとき。

● PCR検査で陽性が出た人と、看病などのために同室で寝泊りを続ける人。
陽性反応がでた人と同室者だった方には、毎日の簡易検査をお願いします。

もちろん上記以外でも、疲れを感じたときは、無理せずにお休みください。

自室から集会のZOOM配信を視聴することも可能です。

病院に行きたい場合

フランスでは、Secteur1のMédecin généralisteの診察を受ける場合は一律25€です。診察を受けて薬を処方
してもらったり、体調不良を証明する書類を書いてくれたりします。（Secteur2は自由診療医師）

旅行保険加入者が、診察を受ける場合、事前に保険会社に連絡することで、払い戻しが受けられることがあ

ります。

●対面の診察を受けたい場合
（コロナの可能性があるときは、対面診察は勧められていません）

Dr Philippe Charrault
会場から160mのところに、
英語が話せて、口コミのよいお医者さんがいま

す。

対面診察25€
往診診察35€（＋移動費）
要予約

https://www.doctolib.fr/medecin-generaliste/st
rasbourg/philippe-charrault?utm_campaign=g
oogle-maps&utm_content=strasbourg&utm_
medium=organic&utm_source=google&utm_t
erm=medecin-generaliste

●SOS Medecins
日中でも、深夜でも往診してくれるようです。費用は100€ほど。
電話 03 88 75 75 75

https://www.doctolib.fr/medecin-generaliste/strasbourg/philippe-charrault?utm_campaign=google-maps&utm_content=strasbourg&utm_medium=organic&utm_source=google&utm_term=medecin-generaliste
https://www.doctolib.fr/medecin-generaliste/strasbourg/philippe-charrault?utm_campaign=google-maps&utm_content=strasbourg&utm_medium=organic&utm_source=google&utm_term=medecin-generaliste
https://www.doctolib.fr/medecin-generaliste/strasbourg/philippe-charrault?utm_campaign=google-maps&utm_content=strasbourg&utm_medium=organic&utm_source=google&utm_term=medecin-generaliste
https://www.doctolib.fr/medecin-generaliste/strasbourg/philippe-charrault?utm_campaign=google-maps&utm_content=strasbourg&utm_medium=organic&utm_source=google&utm_term=medecin-generaliste
https://www.doctolib.fr/medecin-generaliste/strasbourg/philippe-charrault?utm_campaign=google-maps&utm_content=strasbourg&utm_medium=organic&utm_source=google&utm_term=medecin-generaliste


●オンライン診察を受ける
オンライン診察を受け、薬の処方箋や体調不良の証明書をもらうことができます。

サイトの登録が必要ですが、クレジットカードで支払いもできて便利です。（Secteur1は25€）
またオンラインなら、フランス中からお医者さんを選べるので、英語やドイツ語など自分の話しやすい言葉で

診察が受けられます。

予約はこちらから

https://www.doctolib.fr/medecin-generaliste/strasbourg?availabilities=1&regulation_sector=without_extra
&telehealth=true

●ドイツまで行く（ドイツ在住者）
ドイツのKehlにもたくさんのお医者さんがいます。会場から7kmです。
送迎してくれる人がいれば、ドイツの保険がきく人にはよいかもしれません。

駐車場情報（追記）

交通案内に駐車場情報を送りましたが、

追加の情報があります。

以下の地図の灰色の場所でしたら、

無料で路面駐車できるようです。

ただセキュリティ上は、有料の駐車場に停めたほうが

安全かもしれません。

地図を詳しく見たい方は以下のサイトからご確認頂け

ますhttps://www.strasbourg.eu/stationnement-payant

CIARUSのなかで
会場のCIARUSは、近代的な設備が整った宿泊施設で、快適にお過ごし頂けると思います。

●WI-FIについて
チェックイン時にホテルの人からパスワードがもらえます。

CIARUSというものに接続してください。
（CIARUSMEETINGは、特定の奉仕者専用）

●マスクの着用
集いの会場では、常にマスクの着用をお願いします。

（フランスの法律で、屋内のマスク着用が義務付けられています）

賛美をするとき、マイクで話すときも、マスクを着用のまま、お願いします。

集会奉仕者のみ、距離を保ったうえで、マスクを外して話すことがあります。

https://www.doctolib.fr/medecin-generaliste/strasbourg?availabilities=1&regulation_sector=without_extra&telehealth=true
https://www.doctolib.fr/medecin-generaliste/strasbourg?availabilities=1&regulation_sector=without_extra&telehealth=true
https://www.strasbourg.eu/stationnement-payant


●飲食物の持ち込み禁止
お菓子や水、全ての飲食物の持ち込みは禁止されています。

バーコーナー、自動販売機（1€）での購入をお願いします。

食堂

多くの国で長らくレストランが閉められていたように、食卓が一番の感染場所になります。

交わりの時間を確保しながらも、安全に食事ができるようにどうしたらいいか、対策委員会で議論を重ねてき

ました。様々なお考えはあるかもしれませんが、ご協力頂けますようにお願い致します。

また食堂は、ほぼ私達のグループに貸し切りなのですが、数組の別グループの方がいらっしゃる可能性があ

る他、金曜日のランチだけはたくさんの一般のお客さんがいらっしゃいます。

ここでお伝えする感染対策は、集い独自のクラスター対策なので、一般のお客さんには適応されないことをご

理解ください。

●ビュッフェの取り方
トレーの上に、前菜、メイン、デザートを一皿ずつ取ります。

使い捨て手袋(実行委員が用意)をお配りします。

前菜とデザートは、食べたいお皿を自分でとります。（１つずつ）

メインは、係の人に言って、食べたいものを渡してもらいます。

パンも手袋をしているので、手づかみでとれます。

飲み物が欲しい人は取る（別料金）→お冷はバーカウンターで無料でもらえます。
最後に、事前に渡されている食券（と飲み物代）をレジで渡します。

●ビュッフェでのルール
ビュッフェスペースでの私語は厳禁とさせて頂きます。(飛沫とエアロゾル感染を防ぐため)

また一度に全員が行くと、「密」になってしまうので、順番に取りに行ってもらえるように、ご案内します。どうぞ

ご協力をお願いします。



●食卓でのルール
食事中の飛沫を防ぐため、以下の座り方でお願いします。

４人掛けテーブル　　　　　　　　　　　　　　　　　　２人掛けテーブル

斜めに２人着席とします。　　　　　　　　　　　　　同室者のみが着席可能とします。　

この座席のルールは、金曜の昼は適用されません（外部客が多いため）。

また小さな子ども連れのご家族もこの限りではありませんし、柔軟な対応をお願いします。

マスクを外すのは、食べている時のみとし、

食事中に立ち歩く時や、食後は必ずマスクをしてください。

食事中の会話はできるだけ小声とし、隣のテーブルなどとの大声の会話はお控えください。

４人掛けテーブルに、３人以上で座るときは、マスクの着用をお願いします。

回し食いは控えましょう。料理を共有したい場合は、食べる前に取り分けましょう。

希望者が一定数いれば、黙食エリアを設けることも考えています。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました。

みんなが神様を中心とした交わりを楽しく、安全に行えるように願っております。

ストラスブールでお会いできることを楽しみにしています。

コロナ対策委員　作成

(こちらはWEB専用バージョンです。メールでは更に詳しい完全バージョンをお送りしています)


