lが こうござい春した
今年度も、文化祭で献血を実施 しま した。生徒のみなさん・ 先生方にご協力 いただき、無事終
了 しま した。内訳は以下の通 りです。0乍 年より多くの人に来ていただきま した。足を運んでくれ

そ して、講師の先生も言われていま したが、熱中症も心停止も
一番 大切なのは予防です。元気に活動するため にも、睡眠・ 休養・
食事はきちんととり、自分 自身の健康状態を しっか り把握 してお
きま しょう。いつもと違う、何かおか しいと感 じるときには無理
をしないことも大切です。
お互いに声をかけあいながら、酷暑を乗 り切 りま しょう。

そしていざというB寺 、

そこのあなた
'
AEDを 持ってきてく
ださい よ′

といわれたら・

夢野台高校の AED謝 動 漸 は

南館
今回、献血 を して くれ たみ なさんにア ンケ ー トを実施 し63名 中 6 豫
2名 が回笞 して くれ ま した。
「 思 って いた よ り痛 くなか つた」「 この くらいな らまた して もいい
と思 った」とい う前向 きな感想がた <さ んあ り、74%の 人が は じめ
ての献血 だ ったのですが、
「 また献血 しよ うとおもいますか ?」 とい
う質問 には 62人 中、 61人 /」 R「 ぜひ したい」また は「気が向 いた ら
した い」 と答 えて くれ ま した。
現在、輸血 に使用す る血液 は、まだ人工的に造 ることがで きず長期保存す る こともで きませ ん。
ぜひ今後 も献血 に関心 を持ち続 けて ください。

,F保 健室前廊下

と 体育館 ZF体
Fi欺 撃

!!鵞
辣曇量肋

しっかり覚えておいて <だ さいね !!

1土 用 の丑 0日 には…
一般的に「土用の丑の日」といえば、夏の上
用。つまり、立秋の直前約 18日 間にある丑の

7月 12日 (水 )に 多 目的ホ ール にて 日本赤十字
・ マネージ
社の方にきていただいて運動部キ ャプテン
ャーを中心に∧EDを 用いた心肺蘇生法講習会を実施
に講師の先生のお話を
しま した。暑い中、みんな真実」
聞き、実技にも取 り組みま した。

官 室 です

日を指 します (今 年の上用の丑の日は 7月 25
日と8月 6日 の 2回 です !)
この 日にうなぎを食 べ るという習慣 をきいた
ことがあ りませんか ?江 戸 8寺 代の学者平賀源
寺丑の日に
内の発案という説があります が、当日
は「 う」のつくものを食べ る と (梅 干 し 。瓜・
うどん・ 馬の肉など)夏 負け しないという風習

聾り 齢 多伽? ■
.=, あなたの夏のニオイはなんですか

学校∫

̀に 限 つていえばいまや制汗剤の ニオイかも。 .1

.夏の体育や部活のあと、汗をか く度 にシュッ .ri
,シ ュッという人 は「汗 =く さい」と思 つてい・..f
°
ませんか ? 実は汗そのもの にニオイはな く i
「
∵ そのまま放置された汗が、酸化 した り細菌に・
:｀

分解されてニオイを発するのだそうです。

があ ったので民衆 に浸透 しやすか つたのか も
講習で は、まず熱中症 に
ついて 、その後突然人が倒

れた際の対応 (一 次救稀措置)に ついて学びま した。

119番 通報 してから救急車が来るまでの時間は約 8角 。その間
大切なチ ームメイ トを守るために自分たちができることは何か。講
習会に参加 した人は今回学んだことを他の部員にも伝え、いざとい
う時には リーダ ーシ ップをとつてください。含言葉は「 迷 つたら手
を出す !!」

しれ ませ ん。 うなぎ には ビタ ミ
ン A・ Bl・ D・ 巨や DHA、 巨 P
A、

鉄、亜鉛、 カル シウムな ど

栄養 が豊富で、'疲 労回復 にも効
果 的です。

今年の上用の丑の日にはみな
さんも「 う」のつくものを食 べ
てみてはどうですか ?
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SS酸性 に保ちニ オイの原因菌をブロ ック して
くれる皮ふの常在菌まで減 らし
て しまい、かえ つてニオイを強

、くすることもあります。神経質
な使いすぎに1ま 注意を
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