生ごみ分別収集の

協力世帯を募集します
キノコ栽培時の蛍光管破損事故再発防止等の

市 →

噌だけに頼らない。
▽しょうゆは、「かける」よ
りも、舌に触れる表面部分
だけに「つける」。
▽味噌汁は回数を減らすか、
具だくさんにして、飲む汁
を少なくする。
▽野菜や海藻類を十分に取
る。体内の余分な塩分（ナ
トリウム）を尿として排泄
する効果があります。
〈その他のポイント〉
・家庭でも血圧を測る
・肥満予防
・運動習慣をもつ
・自分なりのストレス解消法
をもつ
・禁煙する
健康診断で要医療判定の人
は、早めに医療機関を受診
し、医師の指示に従ってくだ
さい。
問い合わせ先
市役所健康長寿課健康管理係
☎２１１１（内線２４２）
北信総合病院医療安全管理室
☎２１５１（内線５５２２）
電話医療相談所ではこの４月から開所時間が変わりました。
土・日・祝日を除く平日、午前８時 分から午後 時まで、
看護師や保健師が相談をお受けしておりますので、相談の
ある場合は☎ ０３００ にお電話ください。

Ｑ 先日受けた健康診断で高
血圧を指摘されました。減塩
が大切だと聞きますが、減塩
を続けるために、何かうまく
いく方法はないでしょうか？
また、減塩以外に、気をつ
けることはありますか？
Ａ 高血圧は、動脈硬化を促
進させ、脳卒中や心臓病、腎
臓病などを引き起こすおそれ
があり、予防・改善方法の代
表として減塩が勧められてい
ます。高血圧症の方の減塩
目標量は１日６㌘未満です
（高血圧治療ガイドライン
２００９より）。濃い味を
「おいしい」と覚えてしまう
と、薄い味に満足しにくくな
りがちですが、工夫できるこ
とを取り入れていきましょう。
〈減塩の工夫〉
▽酢や香辛料（コショウ・ワ
サビ・カレー粉）、レモン
汁、ヨーグルトの酸味など
を上手に利用する。
▽煮物や汁物は、だし汁を濃
厚に取り、味付けを塩や味

こんにちは 電話医療相談所です

公式ホームページ（ http://
www.city.nakano.nagano.
）に掲載してあります
jp/
ので、ご確認ください。
問い合わせ先
市役所農政課農政振興係
☎２１１１（内線２５３）

対応マニュアル を
｣ 策定しま
した。キノコ栽培に関係する
皆さんには、破損事故発生時
の適切な対応、破損事故の再
発防止などに心掛けていただ
きますようお願いします。
●マニュアルの内容
①破損防止のための事前点検
②交換時の破損事故防止
③飛散リスクの小さい器具へ
の更新
④破損事故発生時の対応
⑤蛍光管が破損した場合の掃
除の手順
●事故報告について
蛍光管破損事故が起きた場
合、当事者は直ちに経営者に
報告し、経営者は直ちに、Ｊ
Ａ系統の場合はＪＡへ、ＪＡ
以外の場合は市役所農政課へ、
所定の被害報告様式により、
報告してください。
※このマニュアルの詳細お
よび被害報告様式は、市

マニュアルを策定しました
昨年、市内でキノコ栽培の
過程において、蛍光管破損事
故が発生しましたが、県内で
も同様の事故発生事例が報告
されています。県では、事故
の再発防止と発生時の現場対
応についての き
｢ のこ栽培に
おける蛍光管破損事故再発防
止及び破損事故発生時の現場

生産者 →

収集日 毎週月・金曜日
※年始・祝日は休止します
収集方法 戸別収集
排出方法 生ごみ専用の紙袋
※市から配布します
募集世帯 若干数
※応募多数の場合は抽選させ
ていただきます
募集期限 ９月 日㈬

ＪＡ
以外

問い合わせ先
市役所環境課衛生係
☎２１１１（内線２４５）
北信地方事
→ 県庁園芸畜産
務所農政課
課・農業技術
（北信農業
課・信州の木
改良普及セ
振興課
ンター）

ＪＡ全
生産者 → ＪＡ →
農長野

【事故の報告ルート】
ＪＡ
系統

3

可燃ごみに含まれる生ごみ
の割合は約４割あり、生ごみ
を分別し再資源化すること
は、焼却炉・最終処分場の延
命や循環型社会の形成などに
つながります。
そこで、 月から試験的に
生ごみの分別収集を行うた
め、ご協力いただけるご家庭
を募集します。

地元食材を食べて健康
づくり！
今が旬「ブドウ」

問い合わせ先
㈶中野市産業公社 ☎（２２）２１１１（内線２９９）

実施期間
月～平成 年
月（６カ月間）

信州中野まごころのカード発行

23

市役所市民課生活交通安全係
☎（２２）２１１１（内線２３８）
問い合わせ先

市では、ごみの更なる減量
を図 る た め 、 今 ま で 可 燃 ご み
とし て 焼 却 処 理 し て い た 「 生
ごみ 」 の 再 資 源 化 を 検 討 し て
いま す 。
交通安全の主役は自分自身であることを認識し、
一人ひとりの心掛けで交通事故をなくしましょう。

16

平成22年９月号
平成22年９月号
17

故防止（特に、反射材用品などの着用の推進）

15

市内の農産物や加工品などを取り揃えた、選べる
カードギフトを発行しました。どうぞご利用ください。
販売価格 １冊３，１５０円
有効期限 ９月１日㈬～平成23年２月２８日㈪
問い合わせ先
市役所市民課生活交通安全係
☎（２２）２１１１（内線２３８）
県長野消費生活センター
☎０２６（２２３）６７７７

ふるさとの味を贈り物で
から守るために実から出た
ものなので、粉がきれいに
ついているものをお勧めし
ます。
保存方法 ポリ袋などに入
れ冷蔵庫の野菜室で保存し
てください。なるべく早め
にお召し上がりください。
栄養・効能 主成分は、果
糖とブドウ糖です。体内で、
すばやくエネルギー源とな
るので、疲労・体力回復に
効果的です。また、黒皮と
赤皮のブドウには、抗酸化
作用のある「アントシア
ン」が多く含まれています。

１０

㈭

10

10

◆飲酒運転の根絶
◆生活道路における交通事故の防止

市内では、露地栽培ブドウ
の収穫が始まっています。収
穫期は、品種によって異なり
ますが、９月下旬まで、さま
ざまな特徴のブドウが味わえ
ます。
ブドウの選び方 皮に、はり
があり、軸の太いものが新鮮
です。ブドウの粒の表面にブ
ルームという白い粉がついて
いますが、これは病気や乾燥

３０

信濃路は ルールとマナーの 走るみち。
次のような相談が増え
ています。消費者トラブ
ルは身近な問題です。

秋の全国交通安全運動
消費者トラブルと解決法【第１回】

【運動の重点】
高齢者の交通事故防止を基本として
◆すべての座席のシートベルトとチャイルドシート
の正しい着用の徹底
◆夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事
事例…「羽毛布団の無料
点検に伺いたい」と電話
があった。男性がやって
きて、「この布団では病
気になる」と高額な布団をその場で売りつけられ
契約してしまった。
アドバイス…点検という目的でやってきても、実
際は強引に高額な商品を売りつけてきます。その
場で契約することは絶対にやめましょう。
解決方法…契約日から８日以内であれば、「クー
リング・オフ」ができます。契約は最初からな
かったことになり、代金は全額返金され、違約金
なども請求されません。郵便はがきに「契約を解
除したい」旨記入し、販売業者に特定記録で送り
ます。はがきはコピーして５年間は保存しましょ
う。割賦契約も同時にした場合は、クレジット会
社にも送りましょう。
▲露地栽培ブドウ：巨峰

９月21日㈫～30日

消費生活相談

