㌧報

田植も終り一段落というところ
ですが︑あまりのんびりもしてお
れません︒

今年は咋年より一〇日位︑平年
より一週間近く田植が遅れてしま
いました︒

スタートがそれだけ遅れ︑また
途中いろいろの支障が予想されて

懇縫馨
は除草機で行鰍灘轍

必要があります︒

ない 土をほ
ぐすとともに土中に酸素の補給を
図って︑根の伸びをよくしてやる

いかと思われます︒

なお今年は大雪のため普通の水
田でも春先は大変土がかたく︑田
打ち︑代かきに苦労されましたの
で﹇回は手取りか︑除草機でやり
その後に除草剤を使用した方がよ

稲は植付が一週間なり一〇日遅
れても︑出穂時期はそれ程遅れま
せん︑せいぜい二〜三日位のもの
でしよう◎

使うものもあります︒

大きく分けて︑田植前または田
植数日後に使う初期除草剤︑田植
後七ビ一〇目または一番除草後に
使用する中期除草剤︑止草時広葉
雑草を主体に使う後期除草剤︑ま
た特殊なものとしては刈取直後に

ます︒

近年いろいろの除草剤が出廻っ
ておりますが︑除草剤はその種類
によって使う時期がきまっており

に︒

◎除草剤の使い方を誤らないよう

◎茎数確保の手段︒

そうすると今年の稲は五〜七日
生育期間が短かくなるわけですか
ら︑それだけ短い期間に必要な茎
数を確保しなければなりません︒
目標は穂数で越路早生は三・三
伽当り一一〇〇〜一二〇〇本︑コ
シヒカリは九〇〇〜一〇〇〇本程
度と思われます︑︑

そのためには︑用水が沢山なと
ころは稲が活着したらなるべく浅
水にして日中の水温が昇るように
し︑昨年早ばつの被害を受けたよ
うなところは土が固く緊っている
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灘は﹁つゆ入り﹂は平

今年の長期予報で

◎﹁いもち病﹂の防
除は油断なく︒

下さい︒

毎年ホルモン系の
中期除草剤を代かき
時に散布して失敗し
ている人が何人かあ
﹃り︑また除草剤は使
う時期と温度の高低
．等により薬害を出す
﹄場合があるので︑使
用の場合は袋の注意
書をよく読んで間違
︐いのないようにして

昭

印刷・松代印刷所

もち病﹂の防除が今年の収量を決
定する﹁鍵﹂と思われます︒

くことも一策でしよう︒
何れにしても茎数確保と︑ ﹁い

毎年発生するところ︑発生の心
配のあるところは事前に︵六月下
旬頃︶予防用の粒剤を散布してお

れない場合があります︒

大面積に進展してからあわてて
薬剤を散布してもなかなか防ぎき

ません︒

毎日田圃を注意して見廻り︑病斑
を見つけたらすぐ薬剤散布をやっ
て早期防除につとめなけれぽなり

葉いもち防除がおくれると大発
生となる場合がある﹁穂いもち﹂
への移向が確実となりますので︑

でしよう︒

ゆ明けは七月十八日
︶といわれています
が︑その通りに長くしかも梅雨特
有の天候が続くとすれぱ﹁いもち
病﹂の発生は間違いないと言える

蕪．難脳樺藁

難年より幾分早く︑期

〜

10
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︵松代農業改良普及所︶
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おります︒

、
藤騰

血圧問答

誰もが
知りたい
問1 脳卒中はどうして起きる
のですか︒又冬に多いと言われま
すが本当ですか︒

答 脳卒中とは︑脳の動脈が破
れて出血したり︵脳出血︶︑脳の
血管がつまったり︵脳硬塞Bこう
そく・脳血栓πけっせん︶︑ある
いは︑脳の動脈のこぶが破れたり
︵くも膜下出血︶して倒れる病気
です︒高血圧とか動脈硬化という
土台の上に何かのきっかけが加わ
っておこります︒

寒さで血管が収縮する血液のとお
る穴がせばまり︑せばまったとこ
ろへ血液が無理して通るので血圧

圧九十以上を一応高血圧と考えた
ほうがよいでしよう︒

一

ケ
位酬
弾m

烹準血圧

叢簗灘醗霧酵

問7 高血圧と言われても肩こ
り︑頭痛︑目まいなどの症状がな
いので︑たいした事がないと思っ
ているのですが大丈夫ですか︒

答 高血圧の九〇％は原因不明
の本態性高血圧と言われます︒
他に︑もとの病気があってそのた
めに血圧が上がる︵これを症候性
高血圧といいます︶場合がありま
す︒そのもとの病気としては腎臓
の病気が多く︑副腎の腫瘍や脳神
経系の病気からも起こってきます

ありますか︒

問6 高血圧の原因にはなにが

の血圧を最小血圧といいます︒

答 血液が運ばれるのは︑心臓
のポンプ作用によります︒心臓が
収縮すると血液は押し出されて太
い動脈から細かい動脈へ流れてゆ
きます︒この時の血圧を最大血圧
といい︑逆に心臓が拡張したとき

か︒

問5 最大血圧とか最小血圧と
か言いますが︑どういうことです

一

答 自覚症状のない場合も多く
また︑血圧が高くなっているかと
思っても測ってみれば正常のこと
もあり︑いちがいに自覚症状だけ
では判断できませんのでだいじよ
うぶだとは言われないでしよう︒

ですか︒

問8

動脈硬化とはどんなこと

しかし︑よくみられるのは︑めま
い︑息切れ︑不眠がちなどです︒

（2）

血

ていただきます︒

日の相談は都合により中止させ

︵役場保健室︶の中︑六月二十四

毎月第二︑第四月曜日に実施
している保健婦による健康相談

◎健康相談

お願い致します︒

七月十八日午前十時〜午後三
時まで松代町総合センターで献
血車ゆうあい号による採血が行
われます︒多数の方のご協力を

◎献

硬化した血管

答 動脈硬化とは︑動脈の壁が
厚くなり︑つまり内腔がせまくな
り︑硬くなって︑弾力性を失った
状態をいいます︑原因については
まだわかっていない点もあります
が︑血管の壁にコレステロ；ルと
いう脂肪分や石灰などが付着し︑
血液が流れにくくなります︒
高血圧と動脈硬化は深い関係に
あり︑血圧の高い人は動脈硬化を
おこしやすいのです︒

一
動脈硬化の血管

があがります︒

すか︒

問2 脳卒中は突然起きるので
すか︒又起きた後はどうなるので

答 脳血栓の多くは前ぶれとし
て︑目まいや頭痛︑口のもつれ︑
手足のしびれがみられます︒他の
場合は突然起きる事もあります︒
脳卒中を起こすと約半分の人が
そのまま死亡します︒死ななくて
も後遺症がのこり︑日常生活する
のに人のやっかいにならなければ
ならない人も多くいます︒

ますか︒

問3 血圧を正しく測ってもら
うために知っておくべき事はあり

でしよう︒

答 左か右のどちらか一方の腕
に決めて測ります︒運動直後はい
ちじるしく上がりますので︑その
時はその旨を申し出るようにしま
しよう︑又深呼吸をするのもよい

問4 正常な血圧は剛般に年令
に九十を加えると言いますが本当
ですか︒

答 最近では︑年令にかかわら
ず︑だいたい次の表のように考え
られています︒

ただ二十才代︑三十才代の人で
は︑最大血圧百四十以上︑最小血

板

コレステロール

告

禰劃
予

95以上

175〜901
L．＿＿、＿＿」
60以下1

而
一

②

店から︒

野菜はよく洗う︒

調理したものは︑早目に食べ
残らない程度に作ること︒
残ったものは必ず火を通して
おく︒

台所のスミズミまで清潔に︑
戸棚の中をきれいに︒

戸籍の窓ロから
︵受付順︶

愛子︵滝沢︶

健司・山本 アキ︵蓬平︶
重美・内山アサ子︵千年︶
浩・山岸きえ子︵松代︶
五十嵐一久・武田 春恵︵竹所︶

文夫・水落

おめでζつ耐衡

ごけつこん澆

五月受付分

八︑

、

慌．︑︑こんな点に注意したい︸︑︷︷くく︷︑︑︷試

ゴキブリ

ネズミ

いに︒

三︑包丁︑まな板︑布きんをきれ

と︒

週一回冷蔵庫の中を整理し︑残
り物を長時問入れておかないこ

二︑冷蔵庫は過信しないこと︒

ています︒

ネズミは︑二匹︵つがい︶で年間
一︑五〇〇匹にもふえると言われ

を食べさせる︒

・部落で一斉退治するため︑薬剤

ようにする︒

類の始末をよくする︒
・食品の保管をよくする︒
・整理整頓してネズミの住めない

・食物を与えないため︑食べ物屑
野菜屑などネズミの食べるゴミ

日

︒アブコロン約五グラムを紙片に
のせ︑ゴキブリのよく出てくる
所へ配置しておく︑なめたゴキ
ブりは必ず死にますが︑新らし
いゴキブリが次々と出てくるの
で続けて配置すること︒

い︒

・エヤゾールゴキラーAを調理台
流し台︑ガス台の下︑戸棚の引
出しなどの縁にそって五糎の巾
に塗布するように噴霧すること
有効持続期間は六ケ月〜一年位

ロ

ネオミサイルA油剤︑ミサイル
D油剤︑ミサイルエースB油剤
をそのまN煙霧消毒し︑三十分〜
−時間位い部屋の戸を締めておく

・成虫に対しては︑

ツトルを七〜十日に一回散布する

ぐーつゆ時の︑衛生ー凱

ります︒

つゆ時は︑温度も湿度も高くな
るので体の調子も悪くなり勝ちで
すし︑ばい菌の繁殖も盛んになり
ますので︑食中毒も発生し易くな

⁝寝具︑衣類は日光に⁝
晴れ間を見て寝具︑衣類はつと
めて日光に当て︑部屋︵家の中︶
も窓を明けるなどして採光︑通風
をよくする︒殊に赤ちやんのいる
お宅は︑下着オムツの乾燥に充分
注意して下さい︒

からりと乾かない下着オムツは
アイロンを当てて下さい︒

⁝睡眠と休憩を充分に⁝
ビタミンBーを多く
日が長く︑しかも忙しくなるの
で睡眠を充分にとり︑日中の作業
には一時間に五分i十分の休憩を
とるようにしましよう︒

暑さと湿度が高まるにつれビタ
ミンB1の消耗が増しその結果食
欲不振︑ねむい︑だるい︑仕事の
能率が上がらないなど︑不快な症
状が出て来ます︒毎日の食事に体
内で積極的にB1を作る︑強化米
豚肉︑大豆︑小豆等の豆類やにん
にく︑にら︑ねぎ等をとり入れ︑
バランスのとれた食事にしましよ
うo

⁝お勝手は明るく
きちんと清潔に⁝

◎台所の衛生八ケ条
一︑台所の三悪追放

まな板︑布きんはいつも乾燥さ
せておく︒

真白い布きんは主婦の命です︒
毎日煮洗いをしましよう︒

四︑調理前︑用便後は必ず手を洗

市川畠子麗み讐女︵池之畑︶

若井

由昌報代㌃男︵蒲生︶

憲一路独長男︵蓬平︶

鈴木英理子馨峡長女︵松代︶

小堺

歎三女︵松代︶

里議夏晃江萎︵肇︶

高薯奈子緊

婆男︵孟地︶

小堺

柳祐一鋒

︵田野倉︶

︵名平︶

︵儀明︶

︵田野倉︶

︵田代︶

四一才
七四才
八二才
五九才
六八才

︵峠︶

小堺晋治羅 礒舅︵緕︶

︵死亡︶

おくやみ

中村幸太郎

八一才

（3）

いましよう︒

五︑買物は︑清潔で取扱いのよい

フシ茂ス政
デゲ次メ吉

e ハエ

発生源の便池︑畜舎︑堆肥︑厨
芥︑漬物桶︑動物死体に対しては
・ユ：コスミチオン乳剤︑ミサイ
ル乳剤SS︑ミサイル乳剤B5
などの三百倍〜五百倍液又は︑
ピカゾールSの五十倍液
を論平方米当りO・三〜○・五リ

、

七六
高柳小佐
橋 堺藤

鑓巽

山斉菅小樋
岸藤井堺ロ

3日町議会第−回臨時
去るδ月1
会が開催され︑次のとおりの案件
について付議︑議決されました︒
報告事項︵町長専決事項︶
報告第−号 昭和48年度松代町

一般会計歳人歳出補正予算
︵第−o号︶
報告第2号 松代町税条例の一
部を改正する条例の制定に
ついて︒

議第−号 松代町税条例の一部を
改正する条例の制定について︒
議第2号 松代町議会の議員の報
酬及び費用弁償等に関する条例
の一部を改正する条例の制定に

以

上

の賦課徴収に関する条例の一部
を改正する条例の制定について
議第8号 松代町国民健康保険税
条例の一部を改正する条例の制

月

定について︒

昼
西潟まさを
木のかこいなわを切らむと上を向
き ふと昼月の白きを見たり

ついて︒

議第3号 松代町職員の給与に関
する条例の一部を改正する条例
昼月は光りもせずにくっきりと
蒼空の中に消えもせずあり

守

三二八
二四〇
二六三
七五一四

一三一

一一七

二三二

九二二六
九二〇五
三二七

1松代郵便局t

電話番号異動のお知らせ
◎新設

幸郎

︵土木分所︶

柳
富栄
関谷ミネ子
食堂あづま
生原
勲

上之
︵奥村組所長︶

︵宿舎︶

大林組
西松建設
奥村組
〃

五十嵐孫八郎

草花の苗をさしあげます
草花の苗は
ペチユニヤ﹁たちあさがお﹂
ともいいます︒
アゲラタム ﹁カツコウアザ
ミ﹂ともいいます︒

先着順にさしあげます︒希望者
は町総合センターヘ︑数に限度が
ありますので早くおいでください

焔

岬

〜︐〜︶︑♂︑︑︵

県民スポーツ松代大会は

ヤじ⁝〜︷︽ご2︑︐︶︑︽

6月23日です︒

脇

㌔ 春先の一日を体力作りと健全な
湘スポーツを楽しむ為に数多くのチ︾

州レー︵松代小屋外︶の予定です︒

︵松代高校︶︑卓球︵松代小︶︑婦人バ州

ヨ

〜この行事ですが︑各地とも年々盛﹀
㌦んになって来ております︒松代町♂
︸
㌧
︸でも︑六月二十三日に行います︒一
︾種目は一般バレ：ボール︵松代中鴨

じ

︸ 今年も県民スポーツの日大会がい
意地悪き白眼のごとし昼月は
㌦やってまいりました︒これは先のV
︾
吾が動きを追うごとく動く
︸新潟国体を記念し︑合せて県民全い
消えもしない光りもしないただ白 ︸体の体位向上を図ることが目的でげ
解六月中に県下一斉に行なわれるもい
い その昼月が多日の印象
いのです︒すでに好例になっている︵

昼月はさながら何かの眼のごとく ︷
誰かを見て居ぬ目ばたきもせず
創

の制定について︒
議第4号 松代町立保育所条例の
一部を改正する条例の制定につ︑
いて︒

議第5号 松代町職員の休日・休
暇に関する条例の一部を改正す
る条例の制定について︒
議第6号 職員団体の登録に関す
る条例等を廃止する条例の制定
について︒

厳

お困りの方はご相談を・⁝

密

議第7号 町営土地改良事業経費

1秘

（4）

にどうぞ．

︷
e酒か︑軽いバト︑︑︑ソトン等を家族ぐ︽

〜るみでやってみる様考えてくださ㌦
触い︒女の人は美容のためにも平均〜

塗霧鋒健襲︷︑ーーーし

秘密は厳守され享から奏軽冤馨と言わ凄−享ので︑ぜ︷

語羅鷺繕融熊墓惚した体の運聖盈圧等の予防に噛

四︑相談は無料です・

室相談員です︒

新潟県交通事故相談所上越駐在岬ために︑毎日体操とかマラソンと︵

で午前10時から午後3時まで︒
曜
i
ム
が
参
加
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
酬
へ
二︑場所 相談室は松代町総合セ へいます︒
〜 また︑スポーツは大会のみにか︵
ンター2階和室ω畳︒
︑
％
︸〜わらず︑日頃自分の体力を作る︾
三︑派遣する交通事故相談員は︑

8日
11月珀︹・1月21日・3月1

交通事故相談が開かれます

の一環として県では今年から36ケ

年々︑交通事故が多発しており
ます︒交通事故被害者の救済対策
所に移動相談を開設いたします︒
最近における交通事故の地方分散
化傾向に加え︑相談内容が多様化
複雑化していること等から積極的
かつ︑きめ細かな相談援護が必要
とされ︑松代町にも相談所が開設
されることになりました︒相談日
は奇数月の第3火曜日です︒

一︑日時7月1
6日・9月π日・

松
〃〃〃代
〃

犬儀
伏明〃
〃

へ

や

リ

