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町からのお知らせ町からのお知らせ

　がん患者サロンは、がん患者や家族同士が悩みや不
安を語り合うことができ、同じ体験をした仲間が集う場で
す。はじめての方もぜひご参加ください。

◆日　時　７月１２日（金） １３時３０分～１５時３０分
◆場　所　奈良県吉野保健所２階 大会議室
　　　　（吉野郡下市町新住１５－３）
◆内　容　交流会
　＊当日は、南奈良総合医療センター がん相談員（がん
　  性疼痛看護認定看護師）も参加します。
◆対　象　県内に居住されているがん患者・家族
◆申込み　電話またはＦＡＸにて、住所・氏名・電話番号・

参加人数を下記へご連絡ください。
◆申込締切　７月１１日（木）　※参加無料
◆お問い合わせ
　吉野保健所　健康増進課　母子・健康推進係
℡ ０７４７（６４）８１３４（月～金《休日除く》９：００～１７：００）
FAX ０７４７（５２）７２５９

がん患者サロン「よしの」開催熱中症にご注意！

　下記日時で献血を実施します。夏期は血液が不足しが
ちです。皆様の献血へのご協力をお願いします。
◆日時　7月4日(木)
　　　　10時～12時30分、13時30分～15時30分
◆場所　吉野町中央公民館

献血にご協力お願いします

◆応募資格
①７０歳以上で歯の健康な方（若干の欠損歯、かぶせ等
　可）
②第２４回、第２５回、第２６回の最優秀の方は応募できま
　せん
◆応募期限　７月10日（水）～８月３１日（土）まで
◆審査・表彰　１０月24日（木）　正午～１６時３０分
　奈良県歯科医師会館にて（奈良市二条町２丁目９‐２）
※８０２０達成者には認定書が授与され、最優秀者には後
　日、知事より賞状が授与されます。
※昼食はお済ませの上、ご参加ください。
◆応募　官製ハガキに郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、
　電話番号、生年月日、性別、年齢を明記し、
　〒６３０-８００２　奈良市二条町２丁目９-２
　奈良県歯科医師会・高齢者いい歯のコンクール係まで
◆主催・お問い合わせ　奈良県歯科医師会　

℡0742（33）0861
　共催　奈良県
　後援　奈良県老人クラブ連合会 （財）８０２０推進財団

第27回　奈良県高齢者いい歯の
　　　　　　　　　コンクール募集

　これからの季節は、蚊やダニ等の虫が多く発生します。
最近では、国内で蚊やダニ等が媒介する感染症も報告
されています。バーベキューや行楽等により野外で過ご
す機会が多く、露出範囲が広い服を着用する夏の季節
は、虫刺されが多くなる時期です。
　虫除けスプレーを適度に使用し、山野に入る際には露
出の少ない服を着用することで虫刺されを防ぎましょう。
また、日焼け止めクリーム等を使用する際は、日焼け止
めクリーム等を塗布後に虫除けスプレーを使用しましょ
う。

虫刺されにご注意！

　７月～9月頃は、高温で湿度の高い時間が増えます。こ
のような時期に多いのが「熱中症」です。次の点に注意し、
暑い季節を乗り越えましょう！

 《熱中症を防ぐポイント》
① 温度に気をくばる エアコンや扇風機を適度に利用し
　ましょう。また、風通しを良くする、涼しい服装にする、
　日陰（日傘やすだれ等の使用）を作るなどの工夫をし
　ましょう。
② 水分補給 こまめに水分を取る、汗を多量にかいた時
　はスポーツドリンク等で水分補給をしましょう。外出時
　に水分を持ち歩くことも忘れずに…。
③ 休息を取りましょう 暑い日は、無理をせず、日陰での
　休息をこまめに取りましょう。
④ 栄養をとりましょう　夏バテなどで体力が落ちると熱
　中症になりやすくなります。栄養をバランス良く取っ
　て体力を付けましょう。
⑤ 声のかけ合い ご家族・ご近所の方々で協力して熱中
　症防止の声をかけ合いましょう。

熱中症の症状
軽度  めまい、失神、筋肉痛（こむら返りなど）
中度  吐き気、大量の汗、頭痛、39度以上の熱
重度  顔が赤く、意識がもうろうとしている、汗
　　  が出ない、40度を超える熱。

  こんな時はすぐに体を冷やし、救急車を！
　①意識がない、もうろうとしている。
　②吐き気、嘔吐がある。
　③自分で水分を摂ること
　　が不可能。
　④けいれんしている。

　より多くの人へ適切に情報を伝えられるよう配
慮したユニバーサルデザインフォントを採用して
います。空間に余裕のある文字で視認性・可読性に
優れており、誤読を防ぐシンプルな形状で読みや
すさと高いデザイン性を備えています。見えにく
い条件下での検証を繰り返すこと
で、視力や環境に左右されることな
く幅広い年齢の方にとって認識しや
すいよう設計されています。
問役場広報広聴室 ℡（32）9090

「広報よしの」では見やすく
読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを
使用しています

「認知症の家族の介護で悩んでいて話し相手がほしい」
「今介護している家族が認知症かもしれない」
「物忘れが増えた…同じ悩みの人がいないかな」
　そんな悩みを一緒に理解してくれる人がいれば、少し
は気持ちが楽になるかもしれません。
　地域包括支援センターでは、今年度より「認知症の方
の介護者のつどい」を開催し、ひとりで抱えてしまいがち
な認知症についての介護の悩みを、同じ境遇の方と話を
することで、軽減できるようなつどいの場所をつくりたい
と考えています。
　認知症の家族を介護されている方や介護経験のある
方、ご家族が認知症ではないかと心配されている方、物
忘れが増えてきて心配な方・・・「認知症の方の介護者の
つどい」に参加しませんか？

◆日時　７月２６日（金） １0時～１1時３０分
◆場所　吉野病院併設 健やか一番館３階 健やかサロン
◆内容　茶話会（意見交換や情報交換など）
◆申込み　７月１９日（金）まで　※参加無料
◆お問い合わせ
　吉野町役場　長寿福祉課　地域包括支援センター

NTT・・・℡(32)8856　IP直通・・・℡(39)9078

「認知症の方の介護者のつどい」
　　　　　　　　　　をはじめます！

読みやすさ
への配慮を
しています

01　CVYでは、放送法に基づき、放送番組を調査・審議
し、町長の諮問に応じ、答申することを任務とする「吉
野町有線テレビ放送番組審議会」を設けています。
　下記のとおり、審議会委員の公募委員を募集しま
す。

◆募集期間　7月1日（月）～7月16日（火）
◆募集人数　１名程度
◆任　　期　令和3年３月３１日まで
※会議は年１回です。
◆応募資格　吉野町ケーブルテレビ（CVY）視聴世帯
　　　　　　の方、吉野町在住、２０歳以上の方、平日
　　　　　　に開催する会議に出席できる方
※応募資格の詳細や応募方法については、吉野町HP
に掲載しますのでご覧ください。
問役場広報広聴室 ℡（32）9090

02

お知らせ
７月・８月の中荘温泉の営業 

吉野町有線テレビ放送番組審議会
公募委員の募集

７月・８月は夜８時まで営業いたします。
夏休み（７月２３日～８月30日）の平日（火曜～金
曜）は小学生以下の入浴料を無料とします。
　皆様のご利用をお待ちしております。
　定休日・・・月曜日・祝日による調整日・

月末の最終火曜日

　　　　問中荘温泉 ℡（32）0501
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