人
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一
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︑

＼︑
ず

りません︒つまりこの菌
が繁殖してしまった食べ
物は煮ても焼いても食へ

られな︐いわけです︒

ところで食中毒は菌が
少しでも体内にはいれば
起るのかというとそうで
はなく︑かなり大量︵人
によって異るがサルモネ
ラ菌の場合で五十万〜十
億で中毒︶はいってから
で︑したがって菌が少し
ぐらいいてもそれを増や
さないようにすることが
大切になってくるわけで
す︒では菌はどの位の温
度で最も増えるのでしょ
う︒サルモネラ菌や好塩
菌は二十八度から三十八
度の間では一菌が十時間
に一億前後に増えるとい
われ赤痢もほとんど同じ
です︒なお下記の表をよ

食べないこと︑

これらのことから食中毒︑セキ
リなど食べ物に附着した菌による
病気を防ぐ心得をまとめてみると
e夏は生物を絶対

くごらんください︒

⁝⁝⁝⁝とじて保存置さい⁝⁝⁝⁝⁝⁝O−

生ものは絶対危険です

食中毒

季節です
の

毒の原因になるのに対し︑ブドウ
球菌は菌が出す毒素︵エンテロト
キシン︶が中毒をおこします︒

とくに手みやげ
のスシ折などは
危険です︒

90

危険︒

よく手を洗う︒

e

日熱で調理したものでも菌が附着
すると危険だから早く食べる︒
四生野菜は中性洗剤でよく洗い︑
水道の流水でよく洗って食べる
㈲調理の前︑食事前には石ケンで

・

1紙面案内i

食中毒の季節です

口

引残者の妻に対して特別給付金O

水難事故防止

今月の農作業メモ

・︑・

：㈲

⇔

台風への心構え⁝⁝日

40お︑26〜隅ω内8

︸噺：

6050

@5120︷1も

道路愛護月間に寄せて

3070

ると蓄繋ξ作
5ない

セキリ

るかを調べてみましょう︒

げ00

50

口

広

亀

⇔冷蔵庸は必ず八
度以下︒できれ
ば五度以下にし
ておくこと︒調
節のダイヤルを
最高にしておく
とか︑庫内温度
計を備えて目盛
に注意する︒氷
冷蔵庫は氷が少
なくなると湿気
温度が高くなり

醤噸一塒間で死凪

や・

食中毒︑セキリの季節です︒な
まものは避け必ず火を通したもの
を食べましょう一とはよく言われ
るのですが︑これらの菌がどれく
らいの温度でどのような状態にな

ですからその点ご注意を︒

さて食申毒を防ぐには生もので
なく加熱調理したものをというこ
とですが︑サルモネラ菌も好塩菌
も七十度︵OC︶で三十分︑百度
なら五分一十分で死滅します︒た
だしこれは菌にジカにこれだけの
熱が加わったときのことであって
調理の際に食品の中にいる菌に加
わる熱は表面の温度より低いわけ
ブドウ球菌はこれらよりやや熱
に強く七十度では一時間ぐらいし
ないと死滅しません︒またこれが
出す毒素は百度︑一時間でも毒を
失わず︑百二十度︑二十分でも変
鱒

白白

0

（九孕雪 1妃朔3しない）

欝黙ぎ作る●■これ妖下にな

もっこも篭く

7釦

・碧8

も琵

@朋

同一え方憾

p28

もつ ヒも薗がふえる

40

噂』、れ以上 になるとふ之ない

1

％

63．

む0

滅

8

これ以 下ならふ乏ない

〒
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Qa℃〜38●cの去靴〜38．Cの吉

ト÷え方は

a

！群

噸一30分で尻，底

じ。

噸聰5分で死最

o

！r

ご尻虜

5分〜10分

アドウ珠菌

サルモネラ菌・病原君好壇菌

、

食中毒を起す菌でもっとも多い
のは病原性好塩菌︑サルモネラ菌
ブドウ球菌などです︒好塩菌は主
として生魚から︑サルモネラ菌は
おもにネズミやゴキブリなどで汚
染された食べ物から︑ブドウ球菌
は空気中に浮遊しているこの菌が
付着して繁植した食べ物︵多いの
はご飯︑ミルク︑グリンピースな
どの植物牲食品︶から感染して申
毒を起すもの︑このうち病原性好
塩菌︑サルモネラ菌は菌自体が中

θ

広報ひゆうが
■
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可

ひと夏に71人も⁝⁝
もっとおとなが注意しよう
水銀柱がウナギのぼり

と水の犠牲者は四百九十八人で平
均ひと夏に七十一人置それも八才
から十才までの幼児がほとんどで
す︑事故も七月から九月にかけて

堀の順で全体の七十％も占めて

がもっとも多く場所は河川︑海︑池

﹂と︑この

います︒ ﹁わたしがちよっと目を
はなしたばかりに・﹂ ﹁子供たち
だけで泳ぎにやったばかりに−﹂
﹁危険水域であることを教えてい

なかったばかりに

いものです︒

﹁ばかりに﹂の言葉を使わずにす
むよう︑親であるわたしたち︑お
となであるわたしたちが︑もっと
お互に注意し合って︑子供たちに
楽しい夏の思い出を残してあげた

◇市内の水泳禁止区域◇
①塩見川尻及び鉄橋下②伊勢ケ浜
海水浴場両岸③小倉ケ浜一帯の洲
④臨海工業港と細島商港内⑤美々
津鉄橋下及び川口︑立縫の浜一帯
⑥飯谷︑余瀬附近の耳野臥流域︑
このほか危険区域には危険標識が
立ててあります︒お父さんお母さ
んがみて危険だと思われる様な処
には親子会︑区内会でよく話し合
って自主的に標識を立てるようご
協力願います︒

知らなかったでは号す
ぎる

人ロ呼吸法をおぼえよう
人工呼吸法を知っていればたす

︐

譲

ワン
ツー

︒峰

︑

︼

腕をり1く

の準備も︒

圭

▽避難個所を指定▽
また︑市では塩見川の永田から・
河口までと︑田川は下垂︑美々津
全域︑石並川は美々津里並橋から
河口までを重要水防地域に指定し
て非常の場合に万全を期すことに
したほか︑市内の次の十三ケ所を
避難を要する地域として避難場所
も次のとおり指定しました︒
病院︑南町五十世帯11正念寺

︻軒高地区︼広見五十世帯11和田

︻日知屋地区︼梶木江の口口世帯
附近の民家

になっています︒支払いは毎年4
月と10月の2回で一万円つつにな
っていますが︑ことしは10月の一
回だけ一万円支払われます︒

．

隔

▽受ける権利の時効△
本年4月1日から3年以内に請
求しなければ時効で権利がなくな

馬1
−嘔−垂●︐

︑
モ

︻財銚寺地区︼11山下の一部干世
帯11定善寺
・

︻平岩地区︼砂田馬溝の哺部三世
帯随金ケ浜公民館︑宮の上浜舟
付一部三世帯 向洋公民館︑笹
野浜五世帯11岩脇支所

︻幸脇地区︼圏谷の一部三世帯観
附近の民家︑幸脇五十世帯闘幸
脇公民館
︻美々津地区︼下町の剛部四十八
世帯㎜正覚寺︑長福寺︑石並の
一部十世帯皿美々津診療所︑余
瀬五世帯H附近の民家︑田の原
︐︑五世帯11附近の民家

元満鉄社員と
その遺族の方へ
こんど恩給法の改正があり︑次
のようになるみこみです︒

①公務死亡の満鉄の社員を軍属と

︷引﹂

スポーツ教室を開設
ふるって蓼加を！

ことにしました︒

市教育委員会では︑こんど余暇
の利用と︑青少年の健全育成をは
かる意味で︑スポーツ教室を開く

7月10日︑15日︑18日︑路日︑

開設種目は︑バレーボール︑卓
球︑ソフトボール︑キャンプ︑二
上の五種目で開設日は次のとおり
です︒またとくに昼間利用できな
い職場がありますのでバレボール
だけ夜間教室を開設することにし
ました︒ふるってご参加ください
▽バレーボ；ル夜間教室開設日
29日

▽各種スポーツ教室開設日
毎月第一︑第二の商店公休日に
開設︑場所は夜間学級︑昼間学
級とも富島中学校体育館です︒
ります︒

≡一一≡牙三＝一三一≡≡ξ≡≡一一一≡一一三＝一≡≡二⁝＝＝7一≡一三一﹁・

は7月15日から受けつけを始める

▽受付開始△
全国統一して一斉に8月1日か
ら市町村役場で始りますか日向市
予定です︒

▽手続方法は ▽
手続きはいたつて簡単で次のよ
うな書類を添えて市福祉事務所へ

①請求書︑②支払証明書︑③死亡

出していただくと結構です︒

弊蠣難三三

抄本︑．⑥椙続同順卜者の同意書︑

馬

︐

邑

⑦印鑑票︑⑧申立書︑以上ですが
⑤と⑥は相続人請求の場合だけ必
要︑⑧は公務扶助料等の請求して
まだ裁定を受けていない人だけが
必要です︒用紙のほとんどは福祉
事務所にとりそろえてあります︒
なおくわしいことは市福祉事務

．

所へおたすねください︒

︑
争

間に加算すること伽

方は電報電話局︵TEL250

こんごいろいろと事務連絡があ
りこの際市内の元満鉄社員の名簿
を作成したいと思いますので︑市
内在住の旧満鉄社員︑その遺族の
0︶林賢太郎までご連絡ください

引揚者国庫債券を受けてお

で一お金を貸します
保

担られる方で︑生業資金として
債債券を担保にし︑お金を借り
国たい方は市福祉事務所までお

所までおたずねください︒

申し込みください︒ 貸付期間は
五年以内︑貸付利息は年六分︑返
済方法は年賦です︒貸付限度額︑
手続などくわしいことは福祉事務

先進農家への⁝田学者募集

修得︑

育成をはかる意味で︑いま

農蕎黒潮議舞鱗雲
申し込みください︒

実施してください︒

害虫も︑めい虫︑アワヨトウ︑
うんかなど多数の害虫が発生しま
す︒適期防除に努め︑とくに指定
毒物を使用するときは︑定められ
た規則に違反しないよう効果的に

ムシ︑穂首いもち︑モンガレ病等
が心配されます︒常に田を見廻り
早期発見や予防に努めてください
とくにミナミアオカメ虫の防除に
は畦畔分の農薬は補助金を交付す
るみこみです︒また普通水稲は苗
代で相当イモチ病でやられており
ます︒タバコ田あたりのいまから
田植するところは︑本田にイモチ
病を持ち込まないよう充分︑苗代
田で防除を行なってください︒

5＝≡三ミ≡一︻三≡＝﹁﹂≡三一≡≡ミ≡≡三＝一≡一≡ミ≡≡﹇＝一≡＝三≡一＝≡

し遺族に対して遺族年金二心千
円を支給すること︒傷病者に傷
病年金を給付すること︒
②社員在職期間を恩給や共済の期

◇よい米を売るために◇
早期水稲は︑もうほとんどの水
田が稲穂を出しました︒早期水稲
は病害虫防除を行うとともに適期
刈取りをして良質の米を収穫する
のがこんごの仕事でありますので
品種別に一枚一枚目田をよく見て
廻り○月0日出穂︑O月0日刈り
取りと記録するように心がけ︑出
穂後二十九日には刈取るようにし
て産米改良に努めてください︒
◇病害虫の防ぎ方◇
こんごの早期水稲には︑アワヨ
トウ虫︑うんか︑ミナミァオヵメ

よ︐つ︒

をし︑陰干しをして完全に乾燥し
虫害を受けないように貯蔵しまし

≡﹁ミ一一＝ξ＝一≡三三三ぎ﹁⁝q＝一一一三7＝≡一＝ミ＝雪ぎ≡一﹁誉＝ξ≡＝＝塾＝＝三7≡三︑︸一≡・≡≡三⁝≡一ξ≡≡﹁三＝＝

駕

くに麦は㎝ou％以上の被害で︑今秋

◇麦たねの準備◇
長雨の被害のため︑すべての農
作物が被害にかかりましたが︑と
に植える麦の種子が心配されます
種子は畑作でとれた麦で充分ト
ゥミ選をし︑さらに塩水選をして
塩水選した麦種子は充分水洗い

｝

裡婦馨のの鵬離額姦濫

ヨ葛≡≡一ξ＝＝一毛一≡＝ξ＝＝≡モF＝＝一ξ層≡三一＝＝一一＝﹄＝一≡ミ冒一≡一一ξ一≡＝毛一≡一一一β三＝＝三﹁茎一≡9＝≡一三＝一≡＝5一＝⊇三三一ξ一≡三＝一≡＝ラ≡一一一三

1祠八一fト中をカけなかり目然

①軍人︑準軍人︑軍属または従軍
文官の公務扶助料︑または特別
扶助料
②遣族年金︑または特別遺族年金
③準軍属の遺族給与金
④陸海軍の雇傭人や関係官庁から
戦地え派遣されて死亡した人の
共済殉職年金
▽支給金額△
金額は⑳万円で10年払いの国債

特別給付金を支給

戦照者等の妻に対して

こんどの国会で︑戦
聾者等の妻に対する特別給付金支
給法︵法律第61号︶が制定され︑

特別給付金が支給されることにな
りました︒それで︑今月はその法
律の内容をあらましをお知らせし
▽支給される人△

ます︒

昭和12年7月7日の日華事変か

ら太平洋戦争の終りまでに公務の
ために死亡したり病気にかかった
りして︑昭和詣年3月31日までに

︐ヤ

タ

に支給されます︒

漣︑
曝＼

−ヨ︑博︐︐

㍉

死亡した人の妻で︑本年4月1日
現在次の給付をうけている人とな
っております︒また4月1日以後
にその人が死亡したときは相続人

f

ける

に の 窪 ま る き ょ う こ のごろ

／ク
パフ ㌘

蚤廠

︷

7

かっていたかも知れない：﹁知ら
なかった﹂ではすまされません︒
図を見てよくおぼえてください︒

︑4

︸

￥

X
ツー
・・

二体こ起事

冒すと同時に的者ク
腰を

海や川には綱や釣竿︑浮
袋をもった楽しそうな子
供の姿をみうけます︒こ
ういう姿を見るとき︑わ
たしたちの脳裡にうかぶ
のは︑あのいたましい水の事故で
す︒それが交通事故のように︑わ
たしたちのちょっとした注意如何
によって避け得られるものであり
犠牲者がほとんどいたいけな幼児
であるだけに︑わたしたちは最善
の方策をもって︑これをより少な
くするよう努力しなければならな

−

二〃盈

貧

ウ

︐

過・去七ケ年の統計をみてみ ま す

いと考えます︒

ら

隻歪
事

惣

維

の準備も⑤雨戸︑ガラス戸は釘づ
けにし︑内外から補強する⑥テレ
ビアンテナ︑煙突など倒れやすい
ものは事前に倒しておく⑦台風時
ヒチ
の外出は帽子︑ザブトン等を頭に
のせて外出する⑧電線の断線した
ものには手をふれない︒⑨風で家
が傾き雨戸が開かず︑非常の場合
に家から出られずおしつぶされる
こともある︑こんなときのために
ノコ︑オノ︑ナ等等破壊する道具

、

諸のの

に12回前後行なってください。

抗∫にのせる
のひりをハの
体をノし4トに起し（この場合
腕・ま弔星白） 目分の体重をか

この動作を一分四

保存しておきましょう︒

3Σへ5

＼

想．

︑﹂

★台風への心がけ＋ケ条
①病人︑老人︑子供は早目に避難
②急救医薬品︑三︑四日分の食糧
の準備︑③貴重品はボール箱など
一個所にまとめる④停電に備えて
ローソク︑懐中電灯︑携帯ラシオ

とめたいものです︒

にしてその被害を最少限度にくい

水による被害も必ず考えなければ
なりません︒日頃の心がけを充分

台風が近ずきますと︑風の被害
もさることながら︑雨の被害︑洪

ります︒

るということです︒右側では左側
の二倍も三倍も強いので︑日向市
の山手を通過する台風は︑日向灘
を通過する台風より二倍︑三倍も
強いということになります︒
また一般に台風情報は気圧︵ミ
リバール︶風速︵メートル︶によ
ってお知らせしますが︑気圧はそ
の数が少なければ少ないほど風は
強く︑大きい台風ということにな

事前の備えはよいですか

穂ことしは三つが本県を襲う

の暑さが続いております︒

長かった梅雨も台風四号のため
かすっかりあがってしまい︑真夏
さて︑ことしの台風の予想を宮
崎気象台に聞いてみました︒まず
結論から申すと︑年間台風発生数
は平年より少ないが︑本邦に接近
するのはやや多く︑接近︑上陸す
る期日はまだわからないが︑三個
ぐらいは本県︑西日本地区を襲う
傾向が強いということです︒
今までの統計からみて二十二個前
後発生するものとみられ︑このう
ち北上数は五〇〜六〇％と思われ
ますので︑十個前後が台風として
我が国に接近し︑十個のうち三個
ぐらいが西日本に接近しぞうだと
いうことです︒

あげてみましょう︒

以上がことしの台風の予想です
が︑台風についての注意を二︑三
台風が北上してきますと︑台風
が進む方向の眼を中心にした右側
と左側ではずいぶんその強さが変
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掛金︵保除料︶は

組合を結成して

必ず納入を！

いう運動です︒

e

看板をみだりにだしている・家︑リ

道路はみんなのものです︒道路
をわがもの顔で占領して自転車を
放置している家︑大売り出しの立

えて欲しいものです︒

ンゴ箱の空箱を店の前に高々と積
んだ商店がありますがもう少し考

今月はての﹁道路をまもる週
間に寄せて︑毎日道路の整備補修
．﹁ ︑・白

・θ

﹂k

七月十日から八月九日まで全国
一せいに﹁道路をまもる月間﹂が
実施されます︒これは建設省︑北
海道開発庁︑都道府県︑市町村︑
日本道路公団が主催して毎年行な
われるもので︑道路の正しいあり
方および使い方を国民に知っても
らい︑道路の関係機関と道路の利
用者が一致協力し︑道路をまもり
広く︑美しく使用することによっ
て道路交通の円滑化をはかろうと

でないと使用することはできませ
ん建築工事のいとに関しては建設
課にご相談ください︒

−コ買収された方へ
昭和二十二年以降︑自作農

することになっております︒最初
に買収された当時は同一世帯であ・

っ．てもその後の分家等で世帯別に

なっても最初に買収された当時の

世帯を単位といたします︒

申告する事項は︑世帯主氏名︑．

地の所在︑地目別︑大字地番︑面

買収された当時の所有家族名︑農

積︑価格その他となっております
この申告書が今後における各種の

で︑是非申告書を提出されること

基礎資料λ農地報償金の交付が実
現した場合等も︶にもなりますの

しり取るし︑

に出したり︑

果ては立看板
を道路一ばい

しも仕事が仕一

材木を山と積
んだり︑わた

ーノ﹁

・︑

田舎に行くと田や畑に出た石や
草を道路に放り出したり︑ひどい
のになると︑これは市街地で下水
溝にゴミを捨
てたり︑使い
かけ建設用の
岩バラスを道
路にそのま〜
においたり街
路樹の花はむ

でも同じようなものです︒

公園のブランコやすべり台は作
っても作ってもすぐにこわされて
しまい︑公衆便所などひどいのに
なると板壁を全部はがbて全然使
えないのもありますから⁝︒道路

末に扱うとしうの力日本人の悪い
くせじゃあないですか？︒道路に
限らず公共物をみてごらんなさい

をおすすめします︒

買収されたりまたは譲渡させ
られた農地等についてこんど国で
実態調査を行うことになりました
この調査はあくまで申告制による

．︑◎

﹁道路は巽北ちの職場ですからね
みなさんが働いている職場や事務
所をきれいにするような気持︑家
や庭をきれにするような気持で仕
事を行なっているのですが︑いや
それとは少し意昧が異りますかね
事務所や工場︑家庭はそこで働
く人︑そこに住んでいる人が使う
だけであって︑道路はみんなが使
い︑全国民が使うんですから⁝︒
私物は大切にするが公共物は粗

られました︒

を行なっておられ︑真夏の太陽で
まづくろに陽焼けした顔をツルハ
シを振る手を休めて次のように語

治助︵37︶ざんは市道の整備補修

ごこに登壇していただいた鈴木

ち︒﹂

に働いておられる道路工夫の人た
ちに悩みや苦労を語ってもらいま
した︒題して﹁第一線で働く人た

第一線で働く人

一道路愛護月間﹂・に寄せて

︵法天も含む︶を単位として申告

もので︑買収された当時の世帯

地創設特別措置法︑および農地
農法施行法などによって国から

を

「

年金料金をとどこおり
なく納めるコツは︑面倒
でも︑毎月納めて行くこ
とですが︑市役所や支所
．出張所に毎月でかけるこ

一ノ

◎申告手続等を申しますと︑申告

期間は七月一日から七月三十一日

までです︒

◎申告書の提出先は買収された農

地等の所在する市町村役場です︒
◎申告書の用紙は﹁臨時農地等被

買収問題調査室﹂ ︵市役所企画室

にとりそろえてありますのでご利

隣︶や各支所に記入説明書と一緒

なおくわしいことは市役所︑各

用ください︒

支所出張所におたずねください︒

あべこべにどなられました︒

事であり市街地でこの前気力つし
たもんですから注意したんですが

理解︑協力が欲しいですね︒

全く悲しくなりますよヶ︑もっと

この前の雨の日︑家の前の穴の
あいた道路にバラスを入れていた
おばさんがいました︒この人のよ
うな心の持ち主ばかりなら日本の
道路ももっとよくなるんですが⁝
﹂と語り︑またすぐツルハシを振

り始められました︒

励卿励吻一三三一一毛鰍〃鰍〃鰍〃

だけでなく︑プロツクやコンクリ
ート等で塀をつくられる場合も許
可申請書が必要ですから︑これら
についても必ず事前に都市計画係
にご相談ください︒違反すると取
りこわしになることもあります︒
また土木建築工事︑その他の目
的で市道を着りおこし︑道路を資
材置場︑危険防止サクなどに使用
す場合は︑道路法に基ずく条例︑
規則等によって道路占用許可申請
書を建設課管理係に提出してから

・

／道路＼
＼工夫／

とは大変といわれる方は町内会や
部落会で納付組合を結成され︑あ
るいは納税組合を利用されて納め
られると納付額に対して5％の報
償金︵還付金︶が交付されるので
大変有利です︒また市でもそれを

︑

々

望んでいるのです︒

昭和お年4月分から6月分の掛
金を納める期限も近ずきましたの
で︑まだ納めていない人は早目に
納めてください︒

また長い人生のことですから家
計の都合で納めにくい年もあるか
﹁と思いますが︑．そういうときには

らそこな わ れ な い 保 険 料 ︑ ︵掛金︶

掛金を納めなくても受給権利が何

λ38年度︶はいま受けつけ て い ま

の免除制度があります︒ことし
すので︑掛金の免除をしてもらい
たい人は今月の31日までに 市 民 課

年金係か最寄りの支所出張所へ印
鑑と年金手帳をもって申し出くだ

一一必ず建築申請書を

さい︒

ま

市内︵美々津地区の木造
三〇坪未満︑鉄筋コンクリ
トト︑プロッター〇坪夫満
は除く︶に家を建てられる
ときは︑都市計画による道
路 計 画 が あ り ま す の で︑．家

を建てられる前に必ず建築

︑申請書 を 提 出 し て く だ さ い︒

シ

論

特に東部区画整理地区内︵原町
江良方面︶の建築については家屋
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