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つけない(洗う)
増やさない(冷蔵庫保存)
やっつける(加熱)

食中毒予防３原則

食中毒に注意！
初夏になると気温が高く、じめじめとした日が増えます。
このような時に多いのが食中毒です。食中毒予防三原則
で食中毒を防ぎましょう。

「つけない」のポイント

・おむつ交換など排泄物に触れた時、生肉など生ものに触
れた時はすぐに手を洗いましょう。

・生で食べる野菜など、加熱しない食品は、包丁やまな板
などの調理器具を別にして、生の肉や魚などに触れない
ようにしましょう。

・手の洗い忘れが多
いのは、親指、指の
間、爪の間です。指
一本一本石鹸で十
分に洗いましょう。

「増やさない」のポイント
・生ものは長時間常温の環境に置く事を避け、冷蔵庫で

保管しましょう。

・冷蔵庫の温度は10度以下、冷凍庫の温度は－15度以下

に保ちましょう。

「やっつける」のポイント
・食材は、しっかりと中まで火を通す事が重要です。75度

以上の温度で１分間以上加熱しましょう。

近年、認知症等を原因とした高齢者等の行方不明事案

が全国で深刻な問題となっています。

そこで、吉野町では認知症等が原因で行方不明となる

可能性のある高齢者等の安全及び介護される方やご

家族の精神的負担の軽減を図るために、「見守りあんし

んシール」を交付しています。

◆見守りあんしんシールの特徴

QRコードがついたシールを衣服等に貼り付けてお

くことで、万が一、行方不明となり、発見・保護された

場合は、発見者が現在の居場所等を入力すると保護

者あてにメールが自動送信されます。発見者と保護

者の双方で直接やり取りができるため、保護者は２４

時間365日いつでも素早く高齢者を迎えに行くこと

ができます。

発見者と保護者は伝言板機能を使って連絡するた

め、お互いの個人情報には触れることがありません。

◆シールの交付枚数

　アイロンプリントシール20枚及び蓄光シール10枚

◆対象になる方
町内に住所を有する高齢者等で、認知症等が原因で
行方不明となる可能性のある方、その他、見守り安
心シールが必要と認められる方等です。

◆申請できる方
ご本人、対象者の親族又は後見人・保佐人の方は申
請していただけます。身分を証明できるものをご持
参ください。

◆申込み・お問い合わせ
　吉野町地域包括支援センター（長寿福祉課内）まで
NTT・・・℡(32)8856　IP直通・・・℡(39)9078

見守りあんしんシールを交付します

【見守りあんしんシール　見本】

※衣服や持ち物等にこのシールを貼っている方を見か

けられたときは、スマートフォン等でQRコードを読み

取っていただくよう、ご協力をお願いします。

現物の大きさ
たて2.4㎝
よこ5.0㎝

身体障がい者の自立と社会参加の促進を図るため、「身
体障害者補助犬貸与事業」を実施します。
申請者に対する貸与については、次の条件をもとに補助
犬訓練事業者と協議のうえ適否を決定します。
貸与を希望される方は、締切日までに長寿福祉課までご
連絡ください。
◆貸与の条件（盲導犬・介助犬・聴導犬共通）
　・18歳以上で、県内に一年以上居住されている方

　・補助犬を使用することにより就労等社会活動への参
　 加の促進に効果が認められる方

　・所定の訓練を受け、本人または世帯において補助犬
　 を適切に管理することができる方

　・障がい者支援施設またはこれに類する施設に入所さ
　 れていない方

　・自己の所有に係る家屋以外の家屋に居住される方に
　 おいては、その家屋の所有者又は管理者から補助犬の
　 飼育についての承諾を得ることができる方
　（盲導犬）　視覚障害1級
　（介助犬）　肢体不自由1級又は2級
　（聴導犬）　聴覚障害2級

◆締切日　6月４日（金）

◆お問い合わせ　長寿福祉課
NTT・・・℡(32)8856　IP直通・・・℡(39)9078
FAX(32)4690

身体障がい者補助犬（盲導犬・介助犬・
　　　　聴導犬）の貸与希望者の募集

奈良県では中途失明者等の視覚障がい者に対して、自

立生活に必要な各種訓練を行い社会参加の促進を図る

ため、「中途失明者等生活訓練事業」を実施します。

訓練を希望される方は、締切日までに長寿福祉課までご

連絡ください。

申込者が予定人数を上回った場合は、新規受付の方の

優先とします。

◆対象　奈良県内に居住する在宅の重度の視覚障がい者

◆訓練内容　自宅に指導員を派遣して訓練、指導を行う。

(1)歩行訓練

(2)コミュニケーション訓練

(3)日常生活動作訓練

(4)パソコン等情報支援機器の操作に関する訓練

(5)その他対象者の生活に必要な助言、指導

◆費用　無料（教材等は実費となることがあります。）

◆締切日　６月2５日（金）

◆お問い合わせ　長寿福祉課

NTT・・・℡(32)8856　IP直通・・・℡(39)9078

FAX(32)4690

中途失明者等 生活訓練の希望者募集

吉野町にお住まいで障がいをお持ちの方が、季節の催し
を一緒に楽しんだり、ゲームや創作活動をして過ごすな
ど、身近に集える場「吉野さくらサロン」にお気軽にお越
しください。生活相談では、日常生活での困りごと等の
相談を面接又は電話でお受けしています。
◆開催日　６月３日（木）・１７日（木）
※新型コロナ感染状況により、開催を中止する場合があります。
事前にお問い合わせください。

◆時　間　各日13時～15時

◆場　所　健やか一番館 ３階

◆参加費　100円（茶菓子代として）
◆お問い合わせ・電話生活相談
　長寿福祉課
NTT・・・℡(32)8856　IP直通・・・℡(39)9078

「吉野さくらサロン」情報
障がいをお持ちの方の交流ひろば

「住み慣れたこの“吉野町”でいつまでも元気に過ごすた

めに」楽しみながら想い出豊かな作品づくりをしてみま

せんか。

【陶芸サロン】

◆日時　毎週土曜日　９時～１５時

◆場所　老人福祉センター付設作業所（楢井）

◆参加費用　毎月５００円

◆対象　町内在住６５歳以上の方

【木工教室】

◆日時　毎週火・土曜日のうち月5回　９時～１５時

◆場所　吉野町橋屋260番地

◆参加費用　材料費自己負担及び毎月1,000円

◆対象　町内在住６５歳以上の方

◆申込み・お問い合わせ

吉野町地域包括支援センター（長寿福祉課内）まで

NTT・・・℡(32)8856　IP直通・・・℡(39)9078

陶芸サロン・木工教室参加者募集
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