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消防・防災関連のお知らせ吉野町社会福祉協議会からのお知らせ

　夏の風物詩として、たくさんの方が花火を楽しまれ
ているのではないでしょうか。
　花火は大きく分けて、専門の職人が打ち上げる「専
門花火」と気軽に楽しめる「おもちゃ花火」の2種類があ
ります。大型の「専門花火」に対して「おもちゃ花火」は小
型ですが、その原料は火薬であり、取り扱い方法を間違
えると大きな危険が伴います。また、技術の進歩により
炎の色や吹き出し方なども変化に富み、その取り扱い
方法も多様化しています。
　花火による火災を防ぐために、「使用上の注意事項」
をよく読み、楽しく安全に花火を楽しみましょう。

花火を安全に楽しむためのポイント
◆花火を人や、燃えやすいもの（紙や枯れ草など）に向
けて使用することは絶対にやめましょう。
◆必ず水の入ったバケツ等を準備しましょう。使用後の
花火はバケツ等の水の中につけて、完全に消火させま
しょう。
◆子供たちだけではなく、大人の人と一緒に遊びましょ
う。
◆吹き出し型、打ち上げ型等で筒ものの花火は、途中
で火が消えても筒の中をのぞかないようにしましょう。
◆一度にたくさんの花火に火をつけないようにしましょ
う。

１．まわりの環境について
◆バーベキュー禁止場所ではないか、強風が吹いてい
ないかを確認しましょう。また、周囲に燃えやすいものを
置いたり、火のそばから離れないようにしましょう。

２．火の取り扱いについて
　（カセットコンロ、炭、練炭、固形燃料、着火剤）
◆カセットコンロは調理以外の目的に使用してはいけま
せん。炭や練炭の火おこし等に使用すると、カセットボン
ベが過熱され、爆発するおそれがあります。
◆練炭を使用する際は、必ず練炭用のコンロを換気の良
い場所で使用しましょう。専用以外のコンロを使用した
り、換気が不十分だと一酸化炭素が大量に発生する危険
があります。

◆固形燃料は複数を同時に使用せず、完全に使い切って
から廃棄してください。
また、小さなお子さんやペットが口に入れないよう注意
してください。
◆炭が燃えている状態での着火剤の継ぎ足しは絶対に
しないでください。着火剤は非常に燃焼性、揮発性の高
い物質なので、服や体に燃え移る危険があります。

３．消火について
◆水を張ったバケツを近くに置いておくなど、いつでも
消火出来る準備をしておきましょう。消火する際は火傷
に注意し、細心の注意を払って消火しましょう。
◆消火後の炭は、完全に消火してから持ち帰るか、指定
された場所に処理するようにしましょう。

　令和元年度の日赤募金の合計額は、
１、184、500円でした。みなさまのご協
力ありがとうございました。
集まりました募金は、日本赤十字社奈
良県支部に送金させていただきました。
　この募金は、国際支援・災害救護・保健
医療等に活用させて頂きます。

バーベキューでの火災・事故に気をつけましょう

日赤募金（社資）にご協力
ありがとうございました

◆お問い合わせ　吉野消防署（予防課）
　TEL （３２）１０１１　Ｉ Ｐ （３９）９１０７ 　FAX （３２）０１３０

吉野消防署　TEL （３２）１０１１　Ｉ Ｐ （３９）９１０７ 　FAX （３２）０１３０

全国瞬時警報システム
情報伝達訓練を実施します
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科　　　　　　　目
預 託 金

そ の 他 の 収 入

前 年 度 繰 越 金

収 入 合 計

金  額
52,000

3,244

18,096,888

18,152,132

摘　　　要
2件

預金利息

【支出の部】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《単位：円》

【収入の部】 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《単位：円》

平成30年度

平成30年度も善意銀行へのご厚志ありがとうございました

平成30年度善意銀行の収入支出については下記のとおりです。多く
の善意に対し感謝いたします。今後も皆さまの善意を福祉のために有効
活用して参りますので、引き続きご協力お願いします。

科　　　　　　　目
ひとり暮らし老人等給食サービス食品代

火 災 お 見 舞 金

証 明 書 発 行 手 数 料

支 出 合 計

金  額
412,359

70,000

540

482,899

摘　　　要

841件

残高証明書発行手数料

吉野町善意銀行 預託・払い出し状況

　英霊にこたえる会吉野町支部会員
の方はバスで送迎いたしますので、是
非ご参列ください。なお、参加人数には
限りがございますので、ご希望の方は
事務局までお問い合わせください。

◆実施日　８月15日（木）
◆実施場所　奈良県護国神社
◆出発時間・場所　８時15分　
　丹治 ３町村駐車場　
◆主催  英霊にこたえる会奈良県本部
◆お問い合わせ先
英霊にこたえる会吉野町支部事務局
　　（吉野町社会福祉協議会内） 

奈良県出身
戦没者追悼式

　吉野町社会福祉協議会では、町内の各施設に出向き、サロンを開
催しています。ゆっくりお茶を飲みながら、楽しいレクリエーション
や健康に良い話など一緒に楽しく過ごしませんか。
　各地区の開催日は次のとおりで、時間はいずれも午前10時から
１１時１５分です。
　開催地区以外の方も大歓迎です。皆さんのお越しをお待ちして
おります。一緒に“ほっこり”しましょう。

◆各地区開催日
８月２０日（火）　色生生活改善センター
９月２５日（水）　三茶屋生活改善センター
１０月３０日（水）　小名集会所
１１月１２日（火）　香束多目的集会施設
１月２１日（火）　柳児童館（中竜門地域振興センター）

出張サロンほっこりちゃん
開設のお知らせ

お問い合わせ先

吉野町社会福祉協議会
　NTT・・・℡（３２）8978
　ＩＰ・・・℡（３９）9144

　地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、次のとお
り情報伝達訓練を行います。
この訓練は、全国瞬時警報システム（Jアラート※）を用
いた訓練で、吉野町以外の地域でも様々な手段を用い
て情報伝達訓練が行われます。

（１）訓練実施日時　　
　　2019年8月28日（水）　午前11時00分頃
※Jアラートとは、地震・津波や武力攻撃などの緊急情報
を、国から人工衛星などを通じて瞬時にお伝えするシ
ステムです。

（２）訓練で行う放送試験

◆お問い合わせ先   吉野町役場 総務課 ℡（32）3081

町内各戸に設置してある音声告知
放送受信機から、一斉に、次のよう
に放送されます。
【放送内容】
「これは、Jアラートのテストです。」
＊3回繰り返します

内　　　　 容情報伝達手段

①音声告知放送

吉野町メール配信サービスの防災

情報配信に登録されている方は、テ

ストメールが配信されます。

②吉野町メール
　配信サービス
　　　（登録制）

バーベキューを安全に楽
しむための３つのポイント

3件
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