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　町の幼児教育に貢献するため、株式会社北岡本店が寄

附型私募債「＜ナント＞SDGｓ私募債」を発行し、南都銀行

からよしのこども園に、吉野の木材で作られたおもちゃの楽

器が贈られることになりました。これは（株）北岡本店が発

行した寄附型私募債を南都銀行が引き受けたことによるも

ので、起債額の0.2％相当額の範囲内で、同行が物品を寄

贈することになっています。７月28日にはよしのこども園で

寄贈品（目録）の贈呈式が行われ、（株）北岡本店の北岡

篤社長や南都銀行上市支店喜多知記支店長、森本教育

長、同園中前園長、同園３～５歳児らが参加しました。

　この度、任期満了に伴い新委員が任命され、7月20日に

第1回吉野町農業委員会総会が開催されました。総会開

始前の吉野町農業委員会委員任命辞令交付式で、中井

町長から新委員へ辞令書が手渡されました。総会では、農

業委員会会長及び会長職務代理の選任が行われました。

また、各地区から推薦のあった6名が農地利用最適化推

進委員として承認され、藪坂会長から委嘱状を受け取りま

した。（任期は令和5年7月19日まで）

よしのこども園に寄贈
南都銀行・株式会社北岡本店 SDGｓ私募債

 まちの話題 ▶▶

SDGｓ私募債とは

企業が私募債を発行する際に、銀行が発行企業から受け取る

引受手数料の一部を原資にして、発行企業が指定した学校等

へ必要な教材やスポーツ用品、遊具などの寄贈を行うもの。

SDGｓ・・・国連が2015年９月に国連サミットで採択した「持

続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）」の

略。17の目標からなり、その１つにすべての人が質の高い

教育を受けられる社会にすることを挙げています。

前列中央左：喜多上市支店長、前列中央右：北岡社長

【会長】藪坂眞佐　【会長職務代理】川上暢造

今西博文、岡本隆志、車谷年秋、小﨑佳代、坂口仁志

中北健司、西本邦夫、日高茂、藤裏勲、𠮷住充

農業委員会委員

（50音順・敬称省略）

岩本清治、上田正行、上林義博、辻良史、筒井弘三

福本誠一

農地利用最適化推進委員

辞令書を受け取る新委員（写真右）

農農農農農農農業業業委委委委委員員任命命命命辞辞辞辞辞令令交交交付付式式式式式
吉野町農業委員会第1回総会

Agricultuurall Policli y

農業からまちをよをよを り良り良くく

持続可能な社会を目指して

Sustainable Development Goals

8月１月月月月 １日１日、奈奈奈奈奈良県福祉福祉部医医医部医療療療政政療 策局策局薬務薬務課の課の中森中森中中 正晃正晃晃

課長課長長長長がが町が町町が 長長室室室室をを訪を れ、本町本町の献ののの 血推血 進協進協力に力力 対ししし対し、「「厚生厚生厚生

労働労働働働働大大臣臣感感謝謝謝謝状状」状 が伝達さ達 れまれれれ したした。

本本本本本本感感謝謝謝状状ははははは、献血の推進推進に関ににに し、し、積極積極的か的 つ組つ組組組組織的織的ににに

協力協力力力力力してしてているいるい 団体団団団 のうち、他ののののの規範範とななる団る 体に体に対し対対対 贈呈贈呈呈贈

されれれれれれ、長、長長長年年年ににわたわわわ る本町の町の献血血血血血献 事業事 協力協力に対に するするるる功績績功績がが

認め認めめめられらられれたたもたもたものでののの す。

吉吉吉吉吉吉野町野野町町ででではははは奈奈奈奈良県赤十字十字血液血血血血液センセンターターからの依の依依依依頼をを頼を受受

け、け、、け、け、年年に年に１回１回回１ 、町町町町内に内 て献献血を血を実施実実実 してしていまいます。す

近鉄近鉄鉄近 奈良奈良奈 駅ビビビル献ル献ル 血ル血血血ルーム
〈所〈所〈 在地在地地地〉　奈良奈良奈良奈 市東東東東市 向向中町２２２２８８ 奈奈奈良近良近近鉄ビ鉄鉄 ル６ル６６６６階階
〈〈〈予　予 約約約〉　℡0℡0℡0℡ 120(0000 393 7)7２２２２２２
〈〈受〈〈受 付付付〉 毎日毎日毎日 １０時０００時０ ～１～ ８時時時時  （成（成成成分献分献献血は血血は１７１７７時ま時までで）ででで

中井町長（左）と奈良県福祉部医療政策局薬務課中森課長（右）

まごころをありがとう
吉野町が献血活動で厚生労働大臣感謝状

愛を希望へつなげよう

HEARTWARMING

だより   ６/３０ お寿司パーティーの様子
　こんにちは、楢井の
さくら苑です。マスク着
用や外出自粛など、そろ
そろ"コロナ疲れ"が出て
くる頃だと思います。そ
こで当苑では、利用者様
にコロナ疲れをいやしてもらおうと、橿原市で日本料理店
を営む「魚菜庵 なな郎」様を招き、感染予防対策をした上
で、お寿司パーティーを開催しました。皆さんおいしいそ
うに召し上がっておられ、おかわりをたくさんして、楽しい
ひと時を過ごしていただけました。

今後も、慣れない感染予防の日々が続

くと思いますが、時には息抜きをしつつ、

コロナ禍の時代を共に乗り切りましょう。

奈良県赤十字献血センター
〈所在地〉　大和郡山市筒井町６００－１
〈予　約〉　℡0120（５6６）245
〈受　付〉　毎週火・木・金・日曜日　９時～１７時
　　　　　（成分献血は１６時まで）

８ 奈奈奈良近良近良 鉄ビ鉄鉄鉄 ル６ル６ル６階階

こちらで献血受付中
密を避けるため電話予約を

お願いします

吉野広域行政組合
　　　　からのお知らせ

▲利用者様が職員とともに、美味しく楽しくお寿司を堪能され

ました。皆様、久しぶりのお寿司に「美味しい～！」と、幸せそう

な笑顔。職員も幸せな気持ちになりました。

現在、さくら苑では面会規制を行っています。
面会希望の方は事前にご連絡ください。

吉野広域行政組合　℡（39）9245

特養さくら苑　℡（32）8950
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