
2022年7月22日（金） ちゃんと17

千歳市
みなカフェin千正寺
　地域の方の心地よい居場所づくり
を目指しています。今回は、10時30
分から高齢者対象の体力測定（先着
20人程度）を実施。11時30分から
軽食を販売します。午後の部は折り紙
や貼り絵、簡単な体操などを予定して
います。お友達を誘って、遊びに来て
ください。参加無料、申込不要。
とき／ 7月28日（木）【午前の部】10
時～12時【午後の部】13時～15時
ところ／千正寺（清水町1-14）
持ち物／エコバッグ、水分、タオル、
マスク
問合せ／千歳市南区地域包括支援セ
ンター
電話／ 080-6061-0697

北星病院 令和4年度 第2回 
健康教室
　理学療法士が「認知症予防」につい
て講話し、認知症チェック、自宅できる
簡単な予防体操の紹介を行います。参
加無料、前日17時までに要事前申込。
講師／リハビリテーション科　齊藤　
元貴（作業療法士）
とき／ 7月28日（木）13時～ 14時
（開場は12時30分から）
ところ／北星病院 通所リハビリセン
ター 2階（千歳市清流5丁目4-2）
定員／ 25人（先着順）
持ち物／上靴
問合せ・申込／北星病院 リハビリテ
ーション科
電話／ 24-1121（リハビリテーショ
ン科　澤野）

第8回ちとせ川ビール祭り
　市民がビアガーデンのように楽しめ
るビール祭りです。露店やキッチンカ
ーが出店します。詳しくはお問い合わ
せください。
とき／ 7月28日（木）・29日（金）
16時～ 19時30分
ところ／グリーンベルト 幸町おまつ
り広場（千歳市幸町4-27）
問合せ／千歳商工会議所
電話／ 23-2175

千歳市埋蔵文化財センター
①勾玉をつくろう！
　滑石を磨いて、古代人のアクセサリ
ーである勾玉を作ります。参加無料。
対象／小学生以上（保護者同伴の場
合、対象年齢未満でも可）
とき／ 8月14日（日）13時～ 15時
ところ／千歳市埋蔵文化財センター
定員／ 12人（抽選）※抽選結果は8
月5日（金）以降電話にて連絡
持ち物／マスク、タオル、飲み物、汚
れても良い服装
申込期間／7月25日（月）～8月5日
（金）
②縄文の森を学ぼう！
　キウス周堤墓群で、縄文時代の森
林や千歳市内の遺跡、樹木について
学習しながら、樹名板を作ります。参
加無料。
対象／小学生以上（要保護者同伴）
とき／ 8月27日（土）9時15分～14
時30分
ところ／キウス周堤墓群、千歳市埋
蔵文化財センター ※各自で会場間
を移動

定員／ 10組（1組3人まで、先着順）
持ち物／マスク、昼食、タオル、飲み
物、虫よけ
申込期間／ 7月25日（月）～8月26
日（金）
③キウス周堤墓群見学会
　ボランティアガイドが案内するバ
スツアー。史跡キウス周堤墓群と千
歳市埋蔵文化財センターを見学しま
す。参加無料。
対象／小学4年生以上（保護者同伴
の場合、対象年齢未満でも可）
とき／①8月10日（水） ②8月14
日（日）いずれも9時30分～ 11時
45分
集合場所／千歳市役所駐車場
定員／各回20人（先着順）
申込期間／①7月25日（月）～ 8
月9日（火） ②7月25日（月）～ 8
月12日（金）
持ち物／マスク、雨具、飲み物
④アイヌ文化探索ツアー
　学芸員のガイド付きで、千歳市埋蔵
文化財センター、史跡キウス周堤墓
群、ウポポイを見学します。参加無料。
対象／小学4年生以上（保護者同伴
の場合、対象年齢未満でも可）
とき／ 8月20日（土）9時～ 16時
30分
集合場所／千歳市役所駐車場
定員／ 30人（先着順）
持ち物／マスク、昼食、雨具、飲み物
申込期間／ 7月25日（月）～ 8月
19日（金）
①～④共通
その他／体調不良の方は参加をご遠
慮ください。イベント前に検温を実施
します。中止となる場合があります。
問合せ・申込／千歳市埋蔵文化財セ
ンター
電話／24-4210（平日9時～17時）

恵庭市
恵庭市生活環境課
＊市営駐車場および駐輪場利用者ア
ンケート実施中
　恵庭市では、市営駐車場と市営駐
輪場の利用者を対象にアンケートを
実施しています（～ 7月31日）。回
答方法につきましては、場内のポス
ターや市ホームページ、フェイスブッ
クをご確認ください。ご意見は今後
の駐車場・駐輪場運営に活かしてい

きたいと思っております。アンケート
のご協力宜しくお願い致します。
問合せ／恵庭市生活環境課
電話／ 33-3131（内線1182）

恵庭市花と緑・観光課
＊緑のふるさと森林公園工作体験教室
（木のメダル作成）
　豊かな自然環境に包まれた「緑の
ふるさと森林公園」で、工作体験教
室を実施します。どんぐりや木の実
を使って、君だけのメダルを作って
みよう！事前申込不要
とき／ 7月25日（月）～ 8月25日
（木）の平日10時～ 15時（※天候
の良い日）
ところ／緑のふるさと森林公園管理
棟横（恵庭市盤尻）
参加費／ 1個100円
対象／ 4歳～どなたでもご参加いた
だけます
その他／雨天時など天候の悪い日
は、急遽中止となる場合があります
参加方法／当日、森林公園管理棟で
受付いたします
問合せ／恵庭市花と緑・観光課
電話／ 33-3131（内線2521）

NPO法人恵庭市体育協会
＊リズムジャンプ体操教室無料体験会
　音楽に合わせたステップトレーニ
ング、リズム感調整力を高める。参
加無料。要事前申込
とき／ 7月25日・8月8日・22日・
9月12日・26日（いずれも月）17
時～ 18時
ところ／恵庭市総合体育館研修室
（恵庭市黄金中央5-199-2）
対象／市内小学校1～ 6年生
持ち物／動きやすい服装、上靴、飲
み物、タオル、マスク
申込方法／電話申込
申込締切／開催日前の金曜日まで
その他／無料体験は1人1回まで。
申込多数の場合は調整させていただ
く場合があります
問合せ・申込／ NPO法人恵庭市体
育協会
電話／ 21-9900

恵庭市いきいき百歳体操サポ
ーター養成講座
　高齢期の健康づくりに関心のある
方、いきいき百歳体操を地域で取り

タウンニュースタウンニュース
イベント告知やサークル仲間募集など、いろんな情報が盛りだくさん!

※今後の新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、下記掲載イベントの中止や延期も想定されま
すので、事前のご確認をお願いいたします。
※情報掲載には審査、抽選があります。掲載の可否についてのお問合せには一切回答できません。
※情報の詳細を、編集・短縮することがあります。
※営利目的情報、高額な参加費のイベントは原則として掲載しません。
※お電話での受付はしておりません。

掲載のご依頼はこちらから
0123-27-4911
chat@chanto.biz

https://chanto.biz/henshu/

【 F A X 】
【Eメール】

【掲載依頼書がダウンロードできます】

次回の申込締切は

掲載日の

9日前
までにお送り
ください！

こちらの二次
元コードから
もアクセスで
きます

7月27日（水）
8月5日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます

　ちゃんとをご覧の皆様、こんにちは。夏ですね。去年の猛暑が思い出さ
れます。そこで今月は、改めて熱中症や脱水症状についてお話ししたいと
思います。
　熱中症とは、高温多湿な環境に長時間いることで、体温の調節機構がう
まく働かなくなり、体内に熱がこもった状態になることを言います。また、
汗をたくさんかくことによって脱水症状を併発することが多いです。屋外
だけではなく屋内で発症することも多く、実際に熱中症で救急搬送される
人は、屋内で発症していることが多いようです。
　熱中症それ自体も命に関わる危険な状態なのですが、軽い脱水症状で
も、飲んでいる薬が濃縮されて効きすぎたりすることがあり、注意が必要
です。また、高齢の方は自覚症状に乏しく、意識障害などの重篤な状態で
発見されることも少なくありません。
　そこで、今日は自覚症状以外の脱水症状の発見方法をお教えしたいと思
います。高齢の方と暮らすご家族の方に、ぜひ覚えていただきたいと思い
ます。

　そのほか、いつもよりぼんやりしている、とか元気がないというのも脱
水の症状にあたる場合があります。元々手が冷たい人もいますから、普段
から行うと良いでしょう。
　さて治療ですが、もちろん、涼しくする、水分を取らせる、です。しかし、
水分を腸から吸収するスピードの限界や水中毒などのリスクもありますの
で、短時間にがぶ飲みするのは避けたほうが良いです。
　予防には、コップ1杯程度の水分を1日8回くらいに分けて飲むと良い
と言われています。中々煩雑ですが、食事時とそれ以外、朝起きてすぐ、午
前中、午後、寝る前などがオススメです。カロリー過多にならないように、
ジュースや炭酸飲料は避けた方が良いでしょう。また、お酒は水分のよう
に思われますが、アルコールを分解するために体内の水を使ってしまうの
で、飲みすぎるとむしろ脱水症状になります。気をつけてください。

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.83　Vol.83　脱水のお話脱水のお話

古泉循環器内科クリニック

古
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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 手を握る
手足に血液が回りきらなくなって手足などの体幹から遠い場所が冷たくなります。

② 舌を見る
唾が出にくくなって、口の中や舌の表面が乾いてきます。

③ 皮膚をつまんでみる
皮膚の水分が減ってきて弾力がなくなってきます。皮膚がつままれた形から、3秒
以上戻らない場合、脱水を疑う必要があります。

④ 親指の爪の先を押してみる
指先の血管は、細く、体の中の血管に比べて脱水による変化が早く現れます。親
指の爪の先をギュッと押してみると、蒼白になった後に赤みが戻ります。3秒以上
色が戻らなければ、脱水を疑います。


