
21　　広報 YOSHINO

図書館開館情報
○「りゅうもんぶんこ　こどもライブラリー」
場　　所：吉野町中央公民館 1階ロビー

開 館 日：（水曜日） １日、８日、1５日、２２日、2９日

時　　間：10時～12時、13時～16時30分

※詳しくは、こども園・小学校でお配りする「こども　
　ライブラリーだより」をご覧ください。

※新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください。

○「吉野町中央公民館（５階） 図書室」
開館日時：（水曜日）13時～16時30分

【 １日、８日、1５日、２２日、2９日 】

（土曜日）9時～12時、13時～16時30分

【 4日、11日、18日、25日 】

※奈良県立情報図書館より、期間限定の絵本・児童　

　書が届いています！

令和3年「吉野町成人式・新成人の集い」実行委員大募集
期　日：令和3年1月11日（月・祝）

対象者：平成12年4月2日～平成13年4月1日生まれ

応　募：8月31日（月）までに上記連絡先までTEL、

FAX、メールでお申し込みください。

備　考：式典・新成人の集いについて、新型コロナウ

イルス感染症拡大防止に配慮した開催方法

を検討しています。

「吉野町成人式・新成人の集い」を企画してくれる成人

式実行委員を募集します。旧友との感動的な再会を

演出したい方、故郷・ご家族・地域の方々へ感謝の気

持ちを表したい方、成人の日の行事を一緒に盛り上げ

てみませんか。

状況により、閉館もしくは、開館する期間が変更となる場合は、文字ニュース等でお知らせします。

ステップ１ ステップ２

ステッププ ステッププ

両腕を真上に上げ、背伸びしながら全身を
気持ちよく伸ばします♪

足を腰幅より少し広めに開いて両腕を上
げ、背筋を伸ばしながら、左右に上体を倒
します♪

肩こり・姿勢の改善に効果的！全身の血流もよくします！
『やってみよう！すきま時間にタオルストレッチ♪』

記事:吉野町教育委員会事務局 地域おこし協力隊 坂口

両腕を前に突き出し、タオルを後ろ側に
引っ張るよう、左右に上体をねじり伸ばし
ます♪

背中でタオルが縦になるように持ち、上下
に腕を曲げ伸ばし、左右の腕で行ってくだ
さい♪

後ろ

お家でかん
たん

吉野警察署 さくら警察だより
ナポくん ナピちゃんキャッシュカードをだまし取る手口に注意

水難事故に備えて

本格的な夏のレジャーシーズンを迎え、次の事項に注意して水難事故から大切な命を守りましょう。

☆危険な場所で遊んでいる子どもを見かけたら「危ないよ！」と注意する。
☆小さい子どもからは目を離さない。
☆子どもだけで水遊びをさせない。

☆飲酒をしての遊泳は絶対にしない。
☆急流や深みなどの危険箇所に十分注意する。
☆自分の泳ぐ力を過信しない。
☆危険箇所での遊泳・岩場からの飛び込みは絶対しない。
☆天候が悪化したときは、遊泳を中止する。
☆ダムの放流時は、急な増水に注意し、遊泳を中止する。

☆大きな声で助けを求める。
☆すみやかに消防・警察に通報する。
☆浮き輪等があれば近くに投げる。
☆二次災害のおそれがあるので、
泳いで助けることはしない。

渡すな！　キャッシュカード

教えるな！　暗証番号

町内６つの駐在所等から広報紙を配布していましたが、新型コロナウイルス対策のため、今回は「さくら警察だより」として「広報よしの」に掲載します。

金融機関職員や警察官がキャッシュカードを預かる
ことは絶対にありません！
電話口　お金の話　それは詐欺

奈良県内では、警察官や金融機関、家電量販店などを名乗り、「あなたのキャッシュカード（銀行口座）が不正に使用
されています。キャッシュカードを変更しなければいけません。」などと言って、あなたの家までキャッシュカードを
取りに来る詐欺が多発しています。
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受け子偽警察官

指示役偽警察官

キャッシュカード
が不正に使用さ
れています。これ
からカードを受け
取りに行きます。

カードをお預かり
します。確認のた
め暗証番号を教
えてください。

お金がない！
残高０！
だまされた！

吉野警察でーす。
（嘘やけど）

お願いします。
暗証番号は１２３４で。

こんな時は届け出が必要です

問役場暮らし環境整備課環境対策室　℡（32）9024

◆犬を飼い始めたとき　　　◆犬が死亡したとき
◆登録内容に変更があったとき
◆飼い主の住所が変わったとき
（町外に転出の場合は、転出先の市町村に届けてください。）

◆犬の所在地が変わったとき
◆鑑札を失くしたとき

　犬の飼い主は、生後90日経過した日から30日以内に
登録の申請をしなければなりません。これは法律に定め
られています。犬の登録などの届け出は環境対策室で
受付しています。

犬・猫の飼い主のみなさんへ
近隣に迷惑がかからないように、ム
ダ吠えやトイレのしつけをしましょう。
家族の一員として、最後まで責任を
持って大切に飼いましょう。
散歩中に飼い犬が糞をしたら、地域
の方に迷惑となります。必ず持ち帰
り、適正に処理しましょう。
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問     教育委員会事務局社会教育係 　TEL（３２）０１９０　　FAX（３２）５６８９
〒６３９－３１１１  吉野町上市133　e-mail：syakai_e@town.yoshino.lg.jp
※内容に変更等があれば、文字ニュースもしくは次号の生涯学習情報でお知らせします。

　　 　※ご不明な点や申し込みについては、上記までご連絡ください。

申

吉野町中央公民館の
ご利用について

新型コロナウイルス感染症対策のため、
ご利用の際は、次の内容にご協力をお願
いします。
【利用者の方々にお願いする感染症対策】
・利用前に検温を行い、体調不良又は風邪
の症状等が疑われる方は利用をしない。
・マスクの着用
・利用前に全利用者の名簿を提出
・使用した器具等の消毒（リモコン、ドアノ
ブ、内線用電話機）
・利用中は定期的に換気を行う。
・席と席の間隔を空けて活動（最低1ｍ以
上）
■各研修室には入室者数を設けています。
　ご不明点等がございましたら、受付時
　にお問い合わせください。
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