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新型コロナウイルス感染症の影響による
心の悩みについて

新型コロナウイルス感染症の影響による心の悩みにつ
いて、チャット形式での相談ができます。

また、生活環境の変化等でストレスを抱えている方へ、
子どもの関わりについての具体的な工夫のポイントや
相談窓口等の情報が、下記ＨＰにてまとめられています。
※厚生労働省ホームページ
　「国民の皆さまへ（新型コロナウイルス感染症）」　
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/0000121431_00094.html　

「ＳＮＳ心の相談」
https://lifelinksns.net/

月・火・木・金・日：17時～22時30分
　　　　　　　（22時まで受付）
　　　　 水：11時～16時30分
　　　　　　　（16時まで受付）

昨今の新型コロナウイルス対策に伴う生活不安やストレスなどにより、家庭内の虐待の悪化や件数

の増加が懸念されています。

【相談・通報先】

①平日８：30～１７：１５（祝日、年末年始を除く）

長寿福祉課 NTT(32)8856、IP（39)9078

②上記以外の日時

吉野町役場宿日直 NTT(32)3081

③その他　

児童相談所虐待対応ダイヤル・・・１８９（いちはやく）

「おかしい」と感じたらまずは相談を！

あなたの気づきが、子どもや高齢者、障がい者、その家

族を守ることにつながります。「おかしいな。虐待ではな

いかな。」と感じることがあれば、すぐに相談してくださ

い。相談者の秘密は厳守します。相談の結果、虐待では

なかったとしても、相談者が罪に問われることはありま

せん。

みんなで防ごう‼　児童虐待・高齢者虐待・障がい者虐待

【受付時間】

　社会を明るくする運動は、すべての国民が犯罪や非行の

防止と罪を犯した人たちの更正について理解を深め、

それぞれの立場において力を合わせ、犯罪のない地域社会

を築こうとする全国的な運動で、今年で71回目を迎えます。

　犯罪や非行をなくす。あやまちからの立ち直りを支え

ていける地域をつくる。そのためには、一部の人たちだ

けでなく、地域のすべての人たちがそれぞれの立場

で関わっていく必要があります。どうして犯罪や非行が

起きてしまうのか、安全で安心な暮らしをかなえるために、

今、何が求められているのか、そして、自分には何ができ

るのかを、みなさんで考えてみませんか。
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生涯学習情報
問     教育委員会事務局 生涯学習課 　TEL（３２）5268　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

記載している各事業については、吉野町新型コロナウイルス感染症対策本部等の指示により、変更・中止となる可能性があります。

「吉野町成人式・新成人の集い」
実行委員募集

「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。

式典・新成人の集いについて、新型コロナウイルス感染症
状況に応じた開催方法を検討していただきます。

平成13年4月2日～平成14年4月1日生まれの方

令和4年1月10日（月・祝）

8月31日（火）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。

4年令和

対　象

期　日

応　募

７月は

社会を明るくする運動強調月間です

生涯学習情報
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※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

図書室情報
「吉野町中央公民館（５階） 図書室」

7月は毎週水曜日・土曜日の開館に加え、夏休み
期間中の平日も開館します。
              （水曜日）13時～16時30分

【 7日、14日 21日、28日】

（土曜日）9時～12時、13時～16時30分
【 3日、10日、17日、24日、31日 】

             （月曜～土曜）9時～12時、
　　　　　　　　　 13時～16時30分

【21日～24日、26日～31日】

※奈良県立情報図書館からも、期間限定で閲覧・貸
　し出しできる絵本・児童書が100冊届いています！

7月は青少年の非行・被害防止
全国強調月間です

夏休みは子どもたちの気持ちもゆるみがちになり、
非行や様々な被害に遭いやすい時期でもあります。
毎年7月は「青少年の非行・被害防止全国強調月間」
です。青少年を非行や被害から守るために、大人は
何をすべきか考えてみましょう。

◆インターネット利用には、ペアレンタルコントロール等（子
どものスマートフォン等を保護者が監視・制限する取り組
み）を活用しましょう。また、親子で利用時間等を話し合って
ルールを決めましょう。

◆大麻や覚せい剤等の危険性や有害性を子どもに理解させ、
絶対使わない強い意識を持たせましょう。

◆不良行為の早期発見・非行を未然に防ぐために、家族、地域
住民、学校、警察等の関係機関が連携した環境づくりを進
めましょう。

◆いじめ・暴力行為、SNS等への誹謗中傷に遭っている子ども
が一人で苦しまないように、スクールカウンセラー等の支
援の活用と周知を図りましょう。

開館日時

夏休み
開館日時

2021年
課題図書
入りました！

予期せぬ
お兄ちゃんの
おはなし会
たのしいな～！

「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
開館日：（水曜日） 7日、14日、21日、28日
時　間：10時～12時、13時～16時30分

【イベント】　14日「だがしやさん」

※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。
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