約 分間に１回増殖します。
しかし、４℃以下では菌が増
殖しません。
【食中毒の原因】

【家庭でできる予防方法】
℃以下で保存され、鮮度

〇食品の購入
の良い魚介類を購入しましょ
う。特に夏に刺身などを購入

また、調理する過程で、菌

持ち帰るようにしましょう。

使って低温を維持し、早めに

その加工品が原因となります。 する場合には、氷や保冷剤を
に汚染された手やまな板、包
〇保存
４℃以下の冷蔵庫に保管しま

購入した魚介類はすぐに

丁を介して２次汚染された食
品も原因となります。
【主な症状】

く発生します。予防方法を

リオによる食中毒が、夏に多

魚介類に付着する腸炎ビブ

２～３日で回復しますが、悪

後に症状が現れます。症状は

品を食べてから、 ～ 時間

発熱です。菌に汚染された食

〇下準備

ようにしましょう。

してから２時間以内に食べる

食べる食材は、冷蔵庫から出

腹痛、下痢、吐き気、嘔吐、 しょう。刺身や寿司など生で

知って、食中毒を防ぎましょ

魚介類の下処理をするとき

のような便が出ることがあり、 は、水道水でしっかりと洗い、

海の中に多く存在し、魚介類

脱水症状を起こす可能性があ

また、子どもや高齢者は、

℃で、１分以上加熱しま

〇調理

しょう。

から、他の食材の調理をしま

る場合は、洗剤でよく洗って

同じ包丁やまな板を使用す

う。

に調理しないようにしましょ

な板を使い、他の食品と一緒

できるだけ魚専用の包丁やま

【腸炎ビブリオの特徴】

に付着します。真水には弱い

るので十分注意が必要です。

加熱調理で、死滅または菌

〇加熱に弱い

の数が減少します。

ため、水道水で洗浄すると菌

３～４％の塩水を好むため、 ます。

まれに血便になることもあり

化すると１日に 回以上の水

30

〇塩分を好み、真水に弱い

う。

10

10

しょう。

〇設置時の工夫

秘伝！
捕獲の
アライグマ 家のひと工夫！
農

アライグマを捕獲する農家

・一定期間わなが作動しない

ように固定する

の方に、捕獲の際「どのよう

な工夫をしているか」を伺い

アライグマが箱わなを警戒

まわなを作動しないようにす

一定期間、餌を仕掛けたま

いことがあります。

して、なかなか中まで入らな

ました。

第２回目は「箱わなの設

置」について紹介します。
〇設置場所
・河川や用排水路付近

心を解き、わなに掛かりやす

ることで、アライグマの警戒

ルートとなっています。

くなると考えられます。

アライグマの主要な移動
・森林付近

鳥類に餌を取られることを

・箱わなを板や草などで覆う

防ぐことができるほか、アラ

身をさらすことを嫌うアラ

は、警戒心が下がることが考

イグマは身をさらすことを嫌

イグマが隠れられる森林付近
えられます。

うため、掛かりやすくなると

考えられます。

ただし、ネットや布、ビ

ニールなどはアライグマが掛

かった後、箱わなの中へ引き

ずり込んでしまうことがある

ため、注意が必要です。

18
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10

菌に汚染された魚介類や、

10
75

数を減少させることができま
す。
〇増殖速度が速い
他の菌と比べて倍以上の増

？

保険福祉課
担当

殖速度があり、夏に海水の温

森林付近に設置された箱わな

腸炎ビブリオの食中毒に
注意しましょう

度が上昇（ ℃以上）すると、

河川付近に設置された箱わな

健康だより
20

地域おこし協力隊 活 動 報 告

農 高通信

に汲んでおき名水コーヒーを

で、近くに名水があれば前日

今となってはジンギスカンが

ギスカンになったことです。

は、ＢＢＱで焼くお肉がジン

こちらに来て変わったこと

しかし、新型コロナ感染予

き、とても楽しかったです。

級友や先生方に会うことがで

明け、学校が再開しました。

６月１日、長い臨時休校が

と思います！

となり、一生懸命運営したい

んでもらえるよう執行部一丸

りませんが、全校生徒に楽し

瑠海

入れます。

ないＢＢＱは考えられないで

防のため距離を取るなど、い

髙橋

海キャンプより山や川キャ

すが、２年前まではＢＢＱと

３年

ンプ派で、関西にいたとき

いえば牛でした。

学校再開に向けて

は、奈良県の十津川村や天川

す。

村、和歌山県の熊野古道周辺

ができており、臨

んのホットサンド＆コーヒー

今回は私の趣味“アウトド

これからの過ごしやすい北

時休校前とは異な

地域おこし協力隊３年目の

ア”について書かせてもらい
のキャンプ場に好んで行って

海道の季節を、今年も存分に

深瀬美奈子です。

ます。
いました。この辺りの山の空

楽しみたいと思います。

やすくて最高です。

ました。北海道の夏は過ごし

きて、早いもので２年がたち

大阪からこちらに移住して

幼少期から毎年キャンプに
気は湿気をたっぷり含んでい

できごと

深瀬美奈子

カレンダー／文芸

成功するかは分か

の取り組みなので

きました。初めて

計画することがで

新たな取り組みを

ティングを重ね、

と執行部員とミー

いか、顧問の先生

して何かできな

が、農生会会長と

でいっぱいでした

り、残念な気持ち

な行事が中止とな

また、さまざま

りとなりました。

る学校生活の始ま

ろいろな決まり事

連れられていたこともあり、
て、深呼吸するとマイナスイ

ゆっくり体を温めた後にＢＢ
Ｑ。晴れていたら満天の星空
が見られます（北海道のよう
に開けていないので、木々の
間からのぞく形になります）。
北海道に来てからは、吉野
のキャンプ場や赤平、当麻の
キャンプ場にソロキャンプに
行っています。一人で過ごす
夜は不安にもなりますが、自

図書館

分と向き合える大切な時間で

健康／農高

地域おこし協力隊

今でも夏になるとキャンプが

№147

オンを体に取り込めたような

No.51

したくてウズウズします。

気になり、気持ちがいいんで

報

川で川遊びをし、夜は温泉で

キャンプに行くと欠かせな
バーベキュー

情

す。昼にはキンキンに冷たい

集
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いのが塊肉のＢＢＱと朝ごは

特

吉野キャンプ場にて

図書館からのお知らせ
みなよむ

http://lib.net-bibai.co.jp/shintotsukawa/
問合せ 図書館 ☎76-3746
蔵書検索と図書館だよりはホームページからもご覧いただけます。

20
27

日

月

火

水

木

金

16

2
3
4
5
6
9
10 11 12 13
■灰色の日が休館日です。
図書整理日：７月31日㈮

7
14

土
1
8

８月

始／著

『カラスは飼えるか』

松原

意外と知らないカラスの生態

や謎にせまる一冊。決して

“飼い方”を教えてくれるわ

けではないのだが、鳥って結

構おもしろい！と思わせてく

れる本です。

～だいずのたび

春野／文・絵

芳子／監修

『まほうのおまめ』

松本

辰巳

おばあちゃんがくれた「ま

ほうのおまめ」。枝豆から変

身して、豆腐、みそ、醤油に

。一粒の大豆の成長を通
･･･
して、大豆を身近に感じるこ

とができる食育絵本です。

怪談全集１～

宝くじ公式サイトはコチラから

『怪談図書館

４』

宝くじ公 式 サイトで
宝くじを購 入できる
ようになりました！

でじじ／企画・制作

年に渡る取材と、実体験

から怪現象を収集してきた怪

談プロデューサー桜井が送る

ホラーコンテンツ「怪談図書

館」。語り手と聞き手が織り

なす、懐かしく、郷愁誘う怪

談ラジオテイストＣＤ。

20

一般

児童

ＣＤ

おすすめ本・DVD

〇自由研究の本展

19
26

人間にとっては、ちょっと

土
18
25

工作や手芸、自然観察などの自由

金
17
24
31

研究の参考になる本、夏休みを楽し

木
16
23
30

17

21
28

水
15
22
29

迷惑だったり、頭の良さに驚

火

む本や読書感想文推薦図書の展示と

月

日㈮～８月 日㈰

日

かされたり…身近にいながら

７月

貸し出しをします。

期間 ７月

休館日カレンダー

お得な特 典、便 利なサービスいろいろ！ 宝くじ公式サイト会員登録ステップ
STEP1

STEP 2

「宝くじ公式サイト」を検索！
メールアドレスの登録
（仮登録）
「宝くじ公式サイト」を検索して、
宝くじ公式サイトの
新規会員登録ページで
メールアドレスを
登録（仮登録）
します。

本件に関する
お問い合わせ先

①
②
③

会員情報の入力（会員登録）

入力いただいたメールアドレス宛に、
メールが届きます。
メールに記 載されている
会員登録用のURLをクリックします。
画 面に従って、氏名や生年月日等の情報を
入力いただくと新規会員登録が完了します。

宝くじ売り場でポイントをためる／つかうための手続きは以上で完了
宝くじ公式サイトのネット購入をご利用の方は、
引き続き次の STEP 3 の手続きをお願いします。

0570 - 01 - 1192

STEP 3

決済情報の入力

ネット購入をご利用される方は、
宝くじを購入するための
「クレジットカード情報」および
当せん金のお受け取りに利用する
「口座情報」をご登録ください。

以上で、カンタン・便利な宝くじの
「ネット購入」がご利用
いただけるようになります！

011- 330 - 0777

（ナビダイヤル 有料） TEL
（有料）
宝くじコールセンター TEL
受付時間 10 : 3 0 ～18 : 30（土・日・祝日、年末年始を除く）※電話番号を十分ご確認の上、おかけ間違いのないようお願いいたします。
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イベントカレンダー

特

7月8日～
8月31日

集

7月

Shintotsukawa Event Calendar

8月

7～8カ月児健康相談（9:15～ゆめりあ）

8㈬ 3～4カ月児健康相談（13:15～ゆめりあ）

情

放課後おはなしタイム（15:00～図書館）

報

4㈫
5㈬
6㈭
7㈮
8㈯
9㈰
10㈪
11㈫
12㈬
13㈭
14㈮
15㈯
16㈰
17㈪
18㈫
19㈬
20㈭
21㈮
22㈯
23㈰
24㈪
25㈫

健康／農高

10～11カ月児健康相談（9:15～ゆめりあ）
1歳2～3カ月児健康相談（9:30～ゆめりあ）
10㈮
献血車来町
野球体験教室（10:00～保育園グラウンド）

11㈯ 少年野球教室（9:30～小学校グラウンド）
12㈰
13㈪ 夏の交通安全運動（～7/22）

図書館

新十津川美術協会「新十津川美術協会展」
（～8/2 改善センター）

15㈬ 放課後おはなしタイム（15:00～図書館）
（10:30～ 子育て支援センター）中止
16㈭ 「水遊び」
自由研究の本展（～8/16

17㈮ 夏休み映画会

図書館）

（午前の部10:30～、午後の部15:00～ 図書館）中止

カレンダー／文芸

（14:00～図書館）中止
18㈯ おはなしころりん『なつ』
夏休み映画会
19㈰
（午前の部10:30～、午後の部13:30～ 図書館）中止

できごと

20㈪
21㈫
22㈬ 放課後おはなしタイム（15:00～図書館）
23㈭
24㈮

26㈬

第48回野外慈善ビールパーティー中止
（15:00～改善センター）
25㈯
第34回しんとつかわふるさとまつり前夜祭花火大会中止
（20:40～改善センター前）

26㈰

28㈮

改善センター）

おはなしころりんミニ（10:30～図書館）
おはなしころりん『木』のおはなし（14:00～図書館）

放課後おはなしタイム（15:00～図書館）

ギャラリー展示「たこ焼き五兄弟」
（～9/13

細井太郎「油彩作品展」
（～9/13

図書館）

改善センター）

介護保険相談（ゆめりあ）
放課後おはなしタイム（15:00～図書館）
幼児フッ素塗布（12:40～ゆめりあ）
妊婦歯科健診（13:10～ゆめりあ）

29㈯
30㈰
31㈪

第34回しんとつかわふるさとまつり中止
（10:00～ふるさと公園）

倶楽部

【いろは短歌会】

窓に見る建築庁舎は上へ上へと数

野畑 満智子

多の鉄材が宙を行き交う

昭和四十五年に次ぐ、我が町の
役場庁舎新築工事。超大型クレー

ン車が長大の鉄骨を吊り、宙を泳

日々間近かに、住宅団地の窓か

がせ段々に組み上ってゆく様子。

ら眺めては、まさに今生の目の保

養と、申すべきかと。

佐竹 知子

鈴の緒を握る手少しためらいぬコ

ロナ禍の影参拝にまで

高みに在らせられる神に、長い

鈴緒は、神社で賽銭を投げ入れ、
鈴を鳴らすために振る布綱のこと。

ドア・ノブや手摺でもないのに

もの（布綱）へ降臨を願うとか。

新型コロナウイルスが憎い！

参拝にさえ気を揉まされるとは。

時計とまり電池換えれば突然に

２０４０年吾はいずこに

河原 美智子

時計の電池を交換したら、西暦
年の表示が２０４０になったとい

う。（……そのころ作者は、とう

今は、人生百年時代。生存かも。

に天国！？が前提……）

とまれ、メカに弱く、アナログ

の高齢者には処置なしである。
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写真同好会いちい「いちい写真展」
（～8/23

27㈭ おはなしころりんミニ（10:30～図書館）

27㈪
28㈫
29㈬ 放課後おはなしタイム（15:00～図書館）
30㈭
31㈮

21

おはなしころりん『スイーツ』のおはなし
（14:00～図書館）

2㈰
3㈪

1歳8～9カ月児健康診査（12:15～ゆめりあ）
9㈭ 3歳1～2カ月児健康診査（12:30～ゆめりあ）
おはなしころりんミニ（10:30～図書館）中止

14㈫

1㈯

