
2021年7月16日（金） ちゃんと15

	 千歳市こども福祉部こども政策課こども政策係（第2庁舎1階3番窓口）
	 ☎0123-24-0341（直通）

対 象	 	千歳市内に転入してから3年以内の、1歳から就学前の子ども
とその保護者

と き	 8月30日（月）9時45分〜12時15分	※9時40分までに集合
集合場所	 	げんきっここどもセンター（新富1丁目2-14）
参 加 料	 無料
持 ち 物	 	飲み物の他、普段子どもとの外出時に持ち歩くもの　	

※ツアー当日、抽選結果通知（メール）を確認させていただく
ことがあります。

定 員	 親子合わせて20人（申込多数の場合は抽選）
そ の 他	 	新型コロナウイルス感染予防・拡大防止の観点から急遽中止

することがあります。
申込期間	 7月31日（土）まで
申込方法	 		受付期間内に千歳市HP内の申込フォームからお申込ください。

（https://www.city.chitose.lg.jp/docs/21143.html）

千歳市からのお知らせ

問合せ
申込

8月30日

転入親子ウエルカム交流ツアー転入親子ウエルカム交流ツアー

げんきっここどもセンター

　千歳市に転入して間もない子育て家庭が、 
安心して楽しく子育てができるように、市内施
設などをバスで巡り、楽しみな
がら親子同士の友達づくりの機
会となるツアーを実施します。

サケのふるさと千歳水族館

結工房（子連れで行けるカフェ・イベントスペース）

げんきっここどもセンター

コ
ー
ス

　ちゃんとをご覧の皆様、こんにちは。梅雨がなくてサラッとした夏が
特徴だった北海道も最近は、ジメジメとした初夏になることが多いよう
です。暑くなくても早めの水分補給を心がけてください。
　さて、今月からは私のホームグランド、内科に帰ってきてお話を続け
ていきたいと思います。最初は「高血圧」のお話です。
　血圧のお話をする前に、「血管」のお話をする必要があります。皆様の
体を流れている血液を運搬する道路、それが血管です。血管には２種類
があり、心臓から体の各所に血液を運ぶ「動脈」と体から心臓まで血液
を運ぶ「静脈」に分かれます。皆様が、採血をしたり、点滴をしたりする
血管は「静脈」になります。「動脈」は拍動しており、手首や肘、首などで
触知することができます。そして、血圧とは「動脈」の中を流れる血液が
血管を外側に押す力のことを言い「動脈」を流れる血液の勢い、強さを
表していることになります。

　皆様がお持ちの血圧計は、血液が動脈を流れる音を聞いて、血圧を測
定する構造になっています。市販の血圧計のマンシェット（腕に巻いて
膨らむベルト）にはマイクがついていて、そのマイクが動脈の音を聞い
ている仕組みなので、マイクと動脈が離れてしまうと、血圧が測定しに
くくなります。お手持ちの血圧計で、測定が上手くいかないことが多い
場合は、一度マイクの場所を確認して、マイクを動脈の近くへ当てる
ようにすると正確に測れるようになることがあります。動脈の場所は、
触って拍動が触れるところで、肘だと肘関節のやや内側、手首で測る場
合は、親指の付け根側の手首のやや外側になります。

　血圧計の話が出たので、ついでにお話しし
ます。よく「どんな血圧計が良いか」と聞かれ
るのですが、指や手首で測るものより、肘で測
るものが安定していると思います。値段は様々
ですが、血圧計の値段は血圧測定の機能ではな
く、血圧を記録する機能などで値段が決まるの
で、無理に高いものを買う必要はありません。

　それから血圧の測る時間ですが、朝起きてすぐの血圧を「基礎血圧」
といって、それが治療の基準になります。起床して１時間以内、ただし
おしっこを我慢して血圧を測るとすごく高く出てしまうので、排尿後、
数分休んでから測るようにしましょう。

今日今日もも元気に！元気に！
お達者ライフお達者ライフ
Vol.73　Vol.73　高血圧のお話高血圧のお話

古泉循環器内科クリニック

古
こいずみ

泉　圭
たまゆき

透　先生

1992 年 3 月：弘前大学医学部卒業
2006 年 5 月：医療法人ピエタ会 石狩病院 内科部長として勤務
2007 年 4 月：循環器科部長兼外来診療部長となる
2014 年 7 月：古泉循環器内科クリニックを千歳市千代田町に開設

◇所属学会／ 内科学会　循環器学会　
糖尿病学会心臓病学会 
日本透析学会

◇資　　格／ 日本医師会認定産業医 
日本糖尿病協会登録医

①郵便番号・住所　②氏名（フリガナ）　③性別　④年齢　⑤職業　⑥電話
番号　⑦今週のちゃんとで面白かったコーナー　⑧面白くなかったと感じ
たコーナー（理由を含めて）　⑨あなたが夏に聴きたくなる曲とそれにまつ
わるエピソードを教えてください。　以上すべてをご記入の上、「村元絵美
ピアノリサイタル」と明記し、WEB応募フォームまたはハガキ・FAX・Eメー
ルでお送りください。
①〜⑨に未記入がある場合、抽選から外れることがあります。

【住所】〒066-0073　千歳市北斗4丁目13番20号
　　　 ㈱メディアコム「ちゃんと」編集部　

【FAX】0123-27-4911　【Eメール】present@chanto.biz

※�当選者の発表は発送をもってかえさせ
ていただきます

　恵庭市出身在住のピアニスト、村元絵美
が奏でるクラシックの世界を楽しみません
か。夏をイメージしたエネルギッシュで元
気の出る曲や、リラックスできる名曲をお
届けします。このコンサートのチケットを
ペアで5組10名様にプレゼントします。

提供/Emi Project

村元絵美ピアノリサイタル
〜季節で感じるクラシックシリーズPart3 Summer

「言葉で表現できなくなったとき 音楽がはじまる」
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応募締切 7月21日（水）必着P R E S E N T
読 者 プ レ ゼ ント
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フォーム
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組様

カツ丼竹 （120gロース）カツ丼竹 （120gロース）

ソースカツ丼竹 （120gロース）ソースカツ丼竹 （120gロース）
【税込価格】  店内：715円　お持ち帰り：702円

650円

650円
【税込価格】  店内：715円　お持ち帰り：702円

ロースカツ定食 （120gロース） ロースカツ定食 （120gロース） 

カツカレー竹 （120gロース）カツカレー竹 （120gロース）790円

690円
【税込価格】  店内：759円　お持ち帰り：745円

【税込価格】  店内：869円　お持ち帰り：853円

ご飯と
豚汁（小）付き！
※お持ち帰りには
豚汁は付きません

《 開 催 期 間 》
7/16 18～

金 日

全品＋ 120円（税込132円）店内120円（税込129円）お持ち帰り でご飯大盛りに変更可能4品各お持ち帰りOK! 

サイドメニュー
品名 本体価格 店内税込 テイクアウト

税込
キャベツ
千切り 130円 143円 140円

ー

ー

ー

180円 198円

120円 132円

180円 194円

200円 220円 216円

+120円 +132円 +129円

+60円 +66円 +64円

豚汁（大）

豚汁（小）

ご飯

各ご飯
大盛り
カツ丼竹
玉子増し

テイクアウト
豚汁 ※他券との併用はできません。 ※商品の在庫は

十分にありますが、なくなり次第終了となりま
す。 ※ご注文内容により提供順番が前後するこ
とがございますので予めご了承くださいませ。 
※期間中、グランドメニューの一部の商品がお
出し出来ない場合がございます。 ※混雑時は、
お時間をいただく場合がございます。

10：30～15：00（LO.14：30）
ランチタイム

17：00～21：30（LO.21：00）
ディナータイム

15：00～16：30の間はお電話が繋がらない場合がございますので予めご了承ください。

LINE公式
アカウントからも
テイクアウトの
注文が出来ます!
携帯、スマホで
こちらの二次元
コードからお進み
ください。

TEL.
（0123）25-5959 恵庭市

黄金南7丁目18-9

緊急事態宣言発令期間中は、営業時間・
営業形態が変わる場合がございます。

期間中はカツ丼竹、ソースカツ丼竹、ロースカツ定食、カツカレー竹
の4品と一部のサイドメニューのみの販売となります。

（（ ))550550税込
円
税込
円

（（ ))540540税込
円
税込
円

店内
飲食

お持ち
帰り

4品4品
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