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◆お問い合わせ　吉野町役場　暮らし環境整備課　環境対策室　℡（32）9024

浄化槽をご使用の皆様に！ 家庭でできる排水対策は…

清掃は →お問い合わせ
　　　　　  役場暮らし環境整備課　環境対策室まで

○毎年1回、吉野町長の許可を受けた浄化槽清掃業者で
　行ってください。

　※全ばっき方式の既存単独処理浄化槽にあっては、
　　おおむね6か月ごとに1回以上。

○浄化槽の機能を維持するため、スカムや汚泥を引き抜き、
　付属装置等を洗浄し掃除してください。

保守点検は
　→お問い合わせ 奈良県景観・環境総合センターまで
　　〒633－0062　桜井市粟殿1000　
　　　　　　　　　　　　　　　℡0744（47）3805

○毎年3回以上、奈良県の登録を受けた浄化槽保守点検業者
　に委託して実施してください。

○保守点検業者等の維持管理に関するお問い合わせは、
　奈良県景観・環境総合センターまでご連絡ください。

○浄化槽の保守点検の主な内容
　・消毒剤の点検補給　・汚泥の調整移送
　・ブロワの点検　・機能の診断　・水量、水質の測定

11条検査は（水質検査等）
　→お申し込み 社団法人　奈良県環境保全協会
  　〒635－0095　大和高田市大中18－4　YBBビル2F　
　　　　　　　　　　　　　　　　℡0745（22）5161

　　

・ごみはこまめに取り除きましょう。

・排水口には水切り袋や使えなくなったストッキ
ングなど細かい網をつけましょう。

・できるだけ使い切りましょう。
・あまった油は吉野町内各所にある廃食用油回収
　ボックスに出してください。

・料理は食べきれる量を作り、残さず食べましょう。
・煮汁は工夫して使い切りましょう。
・米のとぎ汁は庭や植木にまくようにしましょう。
・調理くず・食べ残しは肥料にする方法もあります。

・鍋・食器のよごれは古新聞や、ゴムべらなどで
　ふき取ってから洗いましょう。

・洗剤は適正に使用しましょう。
・計量スプーンなどで量って適量を使いましょう。

・お風呂の残り湯を使いましょう。

・身近な水路や河川を定期的に掃除しましょう。

台所で

川や湖をきれいにするために、私たちが家庭でできる
ことを実施し、身近なところから汚れの原因となるも
のを流さないように心がけましょう。

流し台

食用油

調  理

食器洗い

洗  剤

洗い水

水  路
地域で

洗濯で

みなさん一人ひとりの協力できれいな水を目指しましょう！

8月のごみ収集日程

問［分別について］ 吉野三町村クリーンセンター【℡（３２）1275】 「ごみの区別と出し方」を町ホーム
ページに掲載しています。⇨

問［収集について］ 美吉野環境ステーション【℡（３９）９１４５】

★８月16日は、家庭系ごみの持ち込みを受け付けします。

★ごみは午前８時までに出してください。

収 集 日
カ ン 類収 集 地 区 名 ペットボトル

上市地区全域・橋屋・左曽・六田
吉野山地区全域・飯貝・丹治

龍門地区全域・中竜門地区全域

国栖地区全域・中荘地区全域

17日（月）
18日（火）
20日（木）

千股のみ17日（月）
21日（金）

24日（月）
25日（火）
27日（木）

千股のみ24日（月）
28日（金）

10日（月）
11日（火）
13日（木）

千股のみ10日（月）
14日（金）

ビ  ン 古  紙
19日（水）
26日（水）

19日（水）

26日（水）

3日（月）
4日（火）
6日（木）

千股のみ3日（月）
7日（金）

粗大ごみ 不燃物
5日（水）
12日（水）

5日（水）

12日（水）

生涯学習情報
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

第45回吉野町町民文化祭
開催中止のお知らせ

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、今年度

は開催を中止します。

楽しみにされていた皆さまには大変申し訳ございま

せん。ご理解くださいますようよろしくお願いします。

吉野町文化協会＊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！（※返却期限は８月２６日までです。）
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吉野町中央公民館 図書室開館情報
毎週水曜日・土曜日の開館に加え、8月は夏休み期
間中の平日も開館します。
木の香りに満ちた涼しい閲覧室で自習や読書をし
ませんか。ご来館お待ちしています。
開館日：８月８日～２２日（月曜～土曜）
時　間：9時～12時、13時～16時30分
※日曜日は閉館、祝日は開館します。
※新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください。

低学年

中学年

高学年

小

学

生

中
学
生

●山のちょうちょうの木のてっぺん
●おれ、よびだしになる
●タヌキのきょうしつ
●ながーい５ふん  みじかい５ふん

●青いあいつがやってきた！？
●ねこと王さま
●ポリぶくろ、１まい、すてた
●北極と南極の『へぇ～』くらべて
わかる地球のこと

●ヒロシマ  消えたかぞく
●月と珊瑚
●飛ぶための百歩
●風を切って走りたい：夢をかなえる
バリアフリー自転車

●天使のにもつ　 ●１１番目の取引
● 平和のバトン：広島の高校生たち
　が描いた８月６日の記憶

【新刊情報】

（第66回青少年読書感想文全国コンクール課題図書）

さんごるな

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） ５日、１９日、２６日

時　　間：10時～12時、13時～16時30分

【イベント】
５日「みんなでのびのびヨガ」
※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。

おうち時間　一緒に体を動かしましょう

吉野町教育委員会事務局 地域おこし協力隊 坂口綾菜

今年5月から、町内CVY放送で“おうちでできるスト
レッチ”を放送しています♪（内容は随時更新）
吉野町ホームページからも動画にアクセスできます。
おうち時間にぜひ一緒にやってみてください☆
【URL】http://www.town.yoshino.nara.jp/
chomin/syakaikyouiku/post-67.html

＼ストレッチ動画　CVY（11チャンネル）で放送中／

tml
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令和２年度狩猟免許 初心者講習会・試験

昨今、イノシシやシカの農作物の被害が増加しており、
吉野町鳥獣被害防止対策協議会は、有害鳥獣の駆除及
び捕獲を目的とした狩猟免許取得者を確保し被害の軽
減を図っています。狩猟免許の取得を希望される方に
補助金を交付することができますので、ご希望の方は
お問合せください。

◆補助金額　12,000 円（初心者用講習料）

◆要　　件　狩猟免許 ( 有効期間 3 年 ) 取得後、奈良
県に狩猟者登録 ( 有効期間 1 年 ) をし、
吉野町猟友会に入会を希望する方。

◆対象者数　５名 ( 申込者多数の場合は抽選）　

問吉野町鳥獣被害防止対策協議会事務局　
   （産業振興課 有害鳥獣対策室）
  NTT…℡ (32)3081 内線171  IP 直通…℡ (39)9065

狩猟免許取得講習会・試験のお知らせ
狩猟をするためには、狩猟免許の取得と狩猟者登録が必要です。試験は毎年２回行われています。

第
１
回

第
２
回

８月29日（土曜日） 
午前 9 時 30 分〜

９月27日（日曜日） 
午前 9 時 30 分〜

８月30日（日曜日） 
午前 9 時 30 分〜

9 月 26 日（土曜日） 
午前 9 時 30 分〜

講習会

講習会

農業研究開発センター

〒６３3 ー 0046
　桜井市池之内 130 番地 1

適正・知識・
技能試験

適正・知識・
技能試験

新たに狩猟免許を受けようと
する方、または既に受けてい
る狩猟免許と異なる種の狩猟
免許を受けようとする方で、
奈良県に住所がある方

日　　時 講習会・試験区分 場　　所 対　象　者

◆免許の種類
　【網猟免許】 網を使って鳥類等を狩猟する方
　【わな猟免許】 わなを使って獣類等を狩猟する方
　【第一種銃猟免許】 ライフル銃、散弾銃、空気銃、ガス　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　 銃を使用して狩猟する方
　【第二種銃猟免許】 空気銃、ガス銃を使用して狩猟する方

◆申し込み受付
　講習日・試験日の１０日前までに必要書類と費用を添
　えて下記までお申し込みください。 

◆講習会・試験費用
　1７，２００円（初心者用講習料・試験手数料）　

◆申し込み・必要な書類に関するお問い合わせ先
　〒６３０ー８２５３　奈良市内侍原町６の１
　（一社）奈良県猟友会　℡０７４２(２６)８１２５

全国瞬時警報システム  情報伝達訓練を実施します

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８月5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
情報伝達手段
①音声告知放送 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

②吉野町メール
　配信サービス
　　　（登録制）

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。
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テスト放送が
流れます


